
 

 

１．科目名（単位数） 発達心理学 （4単位） 

３．科目番号 
PSMP2122 

SPMP1112 
２．授業担当教員 後藤 進吾 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

従来発達とは、乳児が成人に至るまでの心身の変化と捉えられてきた。しかし、今日では死ぬまでを発達

の過程と捉える生涯発達の視点から、老年期の発達も注目されはじめている。また、老人だけでなく障害児
（者）の発達も考えていく必要があり、発達心理学と福祉の関係を学習することの重要性が高まっている。 
そこで、本講義では、発達心理学の方法と考え方を学び、①認知機能の発達及び感情・社会性の発達、②

自己と他者の関係の在り方と心理的発達、③誕生から死に至るまでの生涯における心身の発達、④発達障害
等非定型発達についての基礎的な知識及び考え方、⑤高齢者の心理について学ぶ。 

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

する。その中で、講義概要の①～⑤を学び、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 

 事前学習において、授業で取り扱うテキストの部分を読みこみ、自身の経験・体験も踏まえ思考を巡らせ

ておくこと。 

 レポート課題は各年齢における発達課題と課題に対する支援や社会のあり方に関して2000字程度でまと

め、第30回の講義時に提出する。レポートの詳細に関しては講義内で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】坂上裕子・山口智子・林創・中間玲子 著『問いからはじめる発達心理学 生涯にわたる育ちの科

学』有斐閣 

 また適宜、スライドやプリント（まとめ課題としてのワークシートなど）も配布する。 

【参考書】必要に応じて、適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

次の１、２について理解し説明できるか。 

１． 生涯発達の視点から、誕生から死に至るまでの過程 

２．正常な発達と発達の障害の理解と支援 

○評定の方法 

平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動） ５０％ 

まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動） ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 初回授業では受講ルールや成績評価の詳細を説明します。受講希望者は必ず第一回目の授業に出席してく

ださい。なお、受講態度と課題への積極的な取り組みを評価しますので、授業内容に関連しない私語・居眠

りや携帯電話の使用、事前に通知のない欠席・遅刻・早退は減点の対象となります。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 シラバスを熟読する 

事後学習 
講義概要、学習目標、成績評価の方法について

確認する。 

第２回 発達心理学の考え方 
事前学習 テキストの「序章」を読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第３回 発達とは？ 
事前学習 テキストの「第１章」を読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第４回 生命の芽生えから誕生まで① 
事前学習 テキスト「第２章」pp.28~35までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第５回 生命の芽生えから誕生まで② 
事前学習 テキスト「第２章」p35~41までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第６回 赤ちゃんが捉える世界 
事前学習 テキスト「第３章」を読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第７回 コミュニケーションと人間関係の発達① 
事前学習 テキスト「第４章」pp.54~59までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第８回 コミュニケーションと人間関係の発達② 
事前学習 テキスト「第４章」pp.59~68までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第９回 ことばと遊びの発達 
事前学習 テキスト「第５章」を読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第１０回 関わりの中で育まれる自己① 
事前学習 テキスト「第４章」pp.84~91までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第１１回 関わりの中で育まれる自己② 
事前学習 テキスト「第６章」pp.91~97までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第１２回 仲間の中での発達 
事前学習 テキスト「第７章」を読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第１３回 思考の深まりと学校での学び 
事前学習 テキスト「第８章」を読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第１４回 子どもからの卒業①：思春期と自我の発達 
事前学習 テキスト「第９章」pp.124~129までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 



 

 

第１５回 子どもからの卒業②：青年期の対人関係 
事前学習 テキスト「第９章」pp.130~139までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第１６回 ここまでの学習のまとめ 
事前学習 テキストの学習内容を再読する 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第１７回 発達のつまづきへの理解と支援① 
事前学習 テキスト「第１３章」pp.190~200までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第１８回 発達のつまづきへの理解と支援② 
事前学習 テキスト「第１３章」pp.200~209までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第１９回 発達の理解のために：発達検査（基礎） 
事前学習 知能検査に関して調べ、疑問点を整理しておく 

事後学習 ワークシートの作成 

第２０回 大人になるために①：成人期の課題 
事前学習 テキスト「第１０章」pp.140~149までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第２１回 大人になるために②：成人期を生きるということ 
事前学習 テキスト「第１０章」pp.149~157までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第２２回 大人として生きる①：役割の中での発達 
事前学習 テキスト「第１１章」pp.158~166までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第２３回 大人として生きる②：関わりの中での発達 
事前学習 テキスト「第１１章」pp.166~172までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第２４回 老年期の心理：人生を振り返る① 
事前学習 テキスト「第１２章」pp.173~181までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第２５回 老年期の心理：人生を振り返る② 
事前学習 テキスト「第１２章」pp.181~189までを読む 

事後学習 ワークシートの作成 

第２６回 認知症の理解と支援① 
事前学習 認知症について調べ、疑問点を整理しておく 

事後学習 ワークシートの作成 

第２７回 認知症の理解と支援② 
事前学習 前回の学習内容を再確認しておく 

事後学習 ワークシートの作成 

第２８回 認知症の理解と支援③ 
事前学習 前回の学習内容を再確認しておく 

事後学習 ワークシートの作成 

第２９回 全体のまとめ 
事前学習 レポート提出の準備をする 

事後学習 授業のまとめをノートに記載する 

第３０回 講義の確認と振り返り 

事前学習 記載した授業のまとめを見直す 

事後学習 
レポートでテーマにした部分に関連するテキ

ストの章を再読する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達心理学（2 単位） 

３．科目番号 

EDPS2304 

SSMP2342 

SBMP2342 

SCMP2342 

SNMP2342 

SPMP2342 

２．授業担当教員 後藤 進吾 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

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

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

導の基本的知識と視点を持ち、さまざまな発達的問題に対処できる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 事前学習において、授業で取り扱うトピックに関し、自身の経験・体験も踏まえ思考を巡らせておくこと。

これは、各発達段階において、自身の発達や親、祖父母の世代に目を向け、日常の振り返りと学習内容の結

びつきを確認するためである。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】  
特に指定しない。スライドやプリントを使用する。 

【参考書】 
内田伸子『発達心理学キーワード』有斐閣双書。 
坂上裕子・山口智子・林創・中間玲子 著『問いからはじめる発達心理学 生涯にわたる育ちの科学』有斐閣 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

導の基本的知識と視点を持ち、さまざまな発達的問題に対処できる。 

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

○評定の方法 

・試験・小テスト等 40％ 

・レポート等課題研究 20％ 

・平常点（授業態度、ディスカッションへの参加、発表、発言）40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

 初回授業では受講ルールや成績評価の詳細を説明します。受講希望者は必ず第一回目の授業に出席してく

ださい。なお、受講態度と課題への積極的な取り組みを評価しますので、授業内容に関連しない私語・居眠

りや携帯電話の使用、事前に通知のない欠席・遅刻・早退は減点の対象となります。 

13．オフィスアワー 決定次第、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：発達心理学と自己理解 
事前学習 

生涯発達の概念について考え、自身のこれま

での発達について振り返る。 

事後学習 
生涯発達と自身の人生の関連について理解
を深める。 

第２回 胎児期・新生児期： 
事前学習 

自身、あるいは一般的な胎児期・乳幼児期の

発達について調べまとめてくる。 

事後学習 
ワークシートを用いて胎児期・新生児期の発
達を振り返る。 

第３回 乳児期：情緒・親子関係、ボウルビィの愛着理論 
事前学習 

自身、あるいは一般的な乳児期の発達につい

て調べまとめてくる。 

事後学習 
ワークシートを用いて乳児期・幼児期の発達
を振り返る。 

第４回 幼児期：自己と遊び、言語の発達 
事前学習 

自身、あるいは一般的な幼児期の発達につい

て調べまとめてくる。 

事後学習 
ワークシートを用いて幼児期の発達を振り
返る。 

第５回 
児童期：友人関係と道徳性の発達、ピアジェの認知発達

理論 

事前学習 
自身、あるいは一般的な児童期の発達につい

て調べまとめてくる。 

事後学習 
ワークシートを用いて児童期の発達を振り
返る。 

第６回 児童期：発達障害と児童虐待  
事前学習 

発達障害や児童虐待に関する記事や事例を

調べ、疑問や自身の考えを整理する。 

事後学習 
ワークシートを用いて、発達障害や児童虐待
に対する理解を深める。 

第７回 これまでのまとめと小テスト 事前学習 配布資料を確認し、疑問点を整理する。 



 

 

事後学習 
これまでの学習内容を振り返り、発達の連続
性を確認する。 

第８回 青年期前期：精神的な自立 
事前学習 

自身、あるいは一般的な青年期前期の発達に

ついて調べまとめてくる。 

事後学習 
ワークシートを用いて青年期前期の発達を
振り返る。 

第９回 青年期後期：アイデンティティの確立 
事前学習 

自身、あるいは一般的な青年期後期の発達に

ついて調べまとめてくる。 

事後学習 
ワークシートを用いて青年期後期の発達を
理解する。 

第１０回 成人期前期：親密性と世代性 
事前学習 

「親になる」ことと「親をする」ことの違い、

親になることで変化することを事前に調べ、考

えておくこと。 

事後学習 
ワークシートを用いて成人期前期の発達を
理解する。 

第１１回 成人期後期：子どもの巣立ちと第２の人生 
事前学習 

自身、あるいは一般的な親世代が直面する課

題について事前に調べ、考えておくこと。 

事後学習 
ワークシートを用いて成人期後期の発達を
理解する。 

第１２回 高齢期：人生を振り返る 
事前学習 

高齢者が抱える生活上ないし心理的な課題

を推測し、調べ、自身の考えをまとめておく

こと。 

事後学習 
ワークシートを用いて高齢期の発達を理解
する。 

第１３回 
学生の視点から捉えた主体的な学びの演習・第１回目の

グループ・プレゼンテーション 

事前学習 

これまでの学習内容の中から特に興味・関心

を持ったテーマを選び、学生の視点からまと

め、パワーポイントによる発表準備を行う。

質疑応答にも備える。 

事後学習 他のグループの発表内容を振り返る。 

第１４回 
学生の視点から捉えた主体的な学びの演習・第２回目の

グループ・プレゼンテーション 相互評価 

事前学習 

これまでの学習内容の中から特に興味・関心

を持ったテーマを選び、学生の視点からまと

め、パワーポイントによる発表準備を行う。

質疑応答にも備える。 

事後学習 他のグループの発表内容を振り返る。 

第１５回 全体のまとめ・小テスト 
事前学習 

授業内容を振り返り、生涯発達の視点から主体

的な学びとは何かを考える。 

事後学習 発達の本質について考察する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達と老化の理解Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 

SNMP2111 

SSMP2311 

SCMP2311 

SBMP2311 

SNMP2311 

２．授業担当教員 中里 克治 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

学んでゆく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
下仲順子編『老年心理学（改訂版）』培風館。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1)生涯発達の中での高齢期までの正常発達と発達異常について理解できたか 

2)どのような発達支援ができるかについて理解できたか 

3)発達支援の具体的方法についても理解できたか 

○評定の方法 

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 高齢者心理学研究の歴史 

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

事後学習 
高齢者心理学研究でどのような研究法が使

われているか調べてまとめる。pp.9-11 

第２回 高齢社会の到来 

事前学習 
日本での高齢化の進行状況を調べてまとめ
る。pp.13-18 

事後学習 
人口の高齢化がもたらす社会の状況の変化

をまとめる。pp.19-22 

第３回 高齢期の健康，身体疾患 
事前学習 

年を取るとはどのようなことか考察する。
pp.24-32 

事後学習 体と心の老化 pp.24-36 

第４回 高齢期の精神疾患 

事前学習 
高齢期特有の精神疾患には何があるか調べ
る。pp.38-44 

事後学習 
高齢期特有の疾患と疾患もっての老化をま

とめる。pp.38-44, pp.48-50 

第５回 
高齢期の感覚， 
知覚機能の加齢変化 

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

事後学習 体と心の老化 pp.52-62 

第６回 高齢者の記憶 

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

事後学習 
記憶の種類と加齢の関係性についてまとめ

る。pp.64-71 プリントの参照のこと 

第７回 知能と加齢 

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

事後学習 
知能の加齢と関係する要因を調べてまとめ

る。pp.79-81 

第８回 人格と加齢 

事前学習 
パーソナリティの老化について調べる。
pp.89-106 

事後学習 
「パーソナリティは老化で変わるのか」につ

いて自分の考えをまとめる。pp.98-106 

第９回 高齢期の適応 
事前学習 高齢期の適応の問題点を調べる。pp.109-112 

事後学習 ライフスタイルとパーソナリティについて



 

 

調べる。pp.109-116 プリントも参照 

第１０回 高齢期の家族 

事前学習 
少子高齢化と家族の関係について調べる。
pp.122-129 

事後学習 
「高齢者にとって家族の持つ意味」について

自分の考えをまとめる。pp.16-132 

第１１回 高齢期の対人関係と社会生活 

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

事後学習 
高齢者の社会参加とソーシャルサポートの

重要性をまとめる。pp.134-145 

第１２回 死と死にゆく過程 

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

事後学習 
「死に向かう人に何ができるか」について自

分の考えをまとめる。pp.149-158 

第１３回 
高齢者の認知， 
知能・記憶機能の測定 

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

事後学習 
神 経 心理 学 的検 査に つ いて調 べ る 。

pp.168-170 

第１４回 
高齢者の人格，精神健康の測定,  
心理療法 

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

事後学習 
対象別の心理査定と心理療法について調べ

てみる。pp.172-198 

第１５回 まとめ 

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

事後学習 

「死の意味」について自分の考えをまとめ

る。死によって人生が完結する。死に積極的

な意味付けができるでしょうか。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 比較日本文化論 （2単位） 

３．科目番号 EIJP2382 

２．授業担当教員 野口 芙美 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

イデンティティについて、考えていきたい。 

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

２．日本人のアイデンティティの形成について理解することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．毎授業ごとにワークシートを配布し、それに沿ってペアワークやグループワークを行いながら授業を進め

る。ペアワーク・グループワークでの内容は授業後にワークシートにまとめ、授業の感想とともに次回の授

業で提出する。 

2．身近な日本語非母語話者に日本や日本人、日本語についてのインタビューを行い、その内容を発表する（第

8回）。発表後、インタビュー内容に考察を加え、レポートにまとめて提出する。 

3．指定した日本文化論、比較文化論に関する文献を一冊選んで読み、ビブリオバトル形式でその内容や感想

をまとめて発表する（第14回）。発表後、読書感想文として本のあらすじ、感想をレポートにまとめて提出

する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】各講義で資料を配布する。 

【参考書】池田雅之・瀧澤正彦編著『比較文化のすすめ－日本のアイデンティティを探る必読 55冊』成文堂、

2012、剣持武彦『言語生活と比較文化』朝文堂、1995 ※その他、授業内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.日本文化について、客観的に考えることができたか。 

2.日本人のアイデンティティの形成について理解することができたか。 

○評定の方法 

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

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

3.試験 40％：基礎知識などの習得の程度により評価。 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、様々な文献や資料をもとに、日本文化を他文化と比較しながら主観的および客観的に見てい

く。日本文化と考えられているものがどのようなアイデンティティの下に成り立っているのか、外から見た

ステレオタイプの日本・日本人が実際とどのように異なるのかなどにも興味を持って参加してほしい。 

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、比較文化とは何か 

事前学習 

海外で受けたカルチャーショックにはどん

なものがあったか、これまでの経験を振り返

っておく。 

事後学習 

身近な日本語非母語話者に、日本、日本人、

日本語、日本文化についてインタビューする

（第 8回で発表）。 

第２回 日本語と日本文化：日本語の発想、高コンテキスト文化 
事前学習 

日本語には他の外国語と比べてどんな特徴

があるか、考えてくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第３回 日本人のコミュニケーション：あいづち、談話構造 
事前学習 

日本人にとってのあいづちとはどんなもの

か、日本人の談話構造について考えてくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第４回 
日本人のコミュニケーション：話しことば・書き言葉、

気配り 

事前学習 
日本人がコミュニケーションでどのような

気配りをしているか考えてくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第５回 
日本語と比較文化：日本人の間とリズム、「にじみ」「ぼ

かし」「折りめ」「けじめ」 

事前学習 

日本人にとっての「間」とはどんなものか、

「にじみ」「ぼかし」「折りめ」「けじめ」と

は何か考えてくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第６回 言語生活と比較文化：日本人と音、「腰」と坐 
事前学習 

日本人はどのような音を気にするか、日本人

にとって「腰」とは何か考えてくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第７回 日本の構造：タテかヨコか 
事前学習 

日本は「タテ社会」なのか、それとも「ヨコ」

の構造なのか、それぞれどのような考察が可

能か考えてくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 



 

 

第８回 日本語についてのインタビュー発表 
事前学習 

インタビュー内容をまとめ、発表準備をす

る。 

事後学習 発表内容をレポートにまとめる。 

第９回 比較文化としての日本人論：甘え、美意識、宗教観 
事前学習 

「甘え」とは何か、定義を考えてくる。自分

は宗教についてどんな考えを持っているか、

整理してくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１０回 
日本のアイデンティティと基層文化：日本人の「あの世」

観、大衆文化 

事前学習 
大衆文化にはどのようなものがあるか、考え

てくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１１回 「危機」の中の文明と文化：東日本大震災、原発報道 

事前学習 
東日本大震災時、自分や周りの行動、またど

のような報道があったか、振り返っておく。 

事後学習 
ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。

読む本を決定する（第 14回で発表） 

第１２回 動物説話の国際比較：『うさぎとかめ』 
事前学習 事前配布資料（民間説話資料）を読んでくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１３回 魔法説話の国際比較：『シンデレラ』 
事前学習 事前配布資料（民間説話資料）を読んでくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１４回 ビブリオバトル：日本文化論・比較文化論文献発表 

事前学習 
読んだ本の内容、感想を整理し、発表準備を

する。 

事後学習 
他の学生の発表文献についての感想、コメン

トをまとめる（次回授業で提出）。 

第１５回 これまでの内容の振り返り、レポートの準備 
事前学習 

これまでの学習内容を振り返り、疑問点を明

らかにしておく。 

事後学習 レポート（読書感想文）を作成する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 病原微生物学 （2単位） 

３．科目番号 EDHE2312 

２．授業担当教員 橋本 由利子 

４．授業形態 講義、ワークシート提出、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

ステム、感染症の予防対策まで幅広く理解する。 

８．学習目標 

１） 微生物感染症の歴史と現状について説明することができるようになる。 

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

る。 

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

る。 

４） 感染源・感染経路への対策について説明することができるようになる。 

５） 感受性対策について説明することができるようになる。 

６） 生体防御システムについてその概略を説明することができるようになる。 

７） 主な微生物感染症について説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．その日に学習したことを整理するために、毎回ワークシートを提出する。 

２．グループで主な微生物感染症に関してテーマを決め、発表する。 

３．常在微生物を用いた実習レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

田爪正氣ほか著『新・感染と微生物の教科書』研成社。 

【参考書】 

吉田真一、南嶋洋一著『系統看護学講座 専門基礎分野 6 微生物学』医学書院。 

福岡 伸一著『生物と無生物のあいだ』講談社現代新書。  

吉川 昌之介著『細菌の逆襲』中公新書。  

田爪正氣・築地真美著『ウイルスの手帳』研成社。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、発表、態度） 総合点の 5０％ 

２．課題レポート・期末試験など        総合点の 5０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人と病気の歴史は、人と微生物の闘いで始まり、現在も続いている。先人たちの病気との闘いの中で生ま

れた知恵をしっかり学び、これからの保健・医療・福祉の中で役立てよう。 

[受講生に期待される学習態度] 

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

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

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

で伝え許可をとるようにする。 

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

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

２．受講生全体に聞こえる大きさの声で話をするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

13．オフィスアワー 授業開始時にお知らせします。質問はメールでも受け付けます。yuhashim@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 

微生物の基礎知識（微生物の地球上における役割、病原

微生物とは何か、新興感染症・再興感染症、薬剤耐性菌、

院内感染、日和見感染症） 

事前学習 
教科書第 1章 A「ヒトに病気を起こす微生物」

を読んでくる 

事後学習 
病原微生物とは何かを復習し、ワークシートを

提出する 

第２回 
微生物の種類（細菌、真菌、原虫、ウイルス）とその基

本的構造 

事前学習 
教科書第 1章 C「病原体の基本構造」を読んで

くる 

事後学習 
微生物の基本構造についてまとめワークシー

トを提出する 



 

 

 

第３回 
細菌の性質（構造と特徴、細菌の培養と増殖、細菌の遺

伝、細菌の分類、常在細菌と常在細菌叢） 

事前学習 
教科書第 1章 D「病原体の増え方」を読んでく

る 

事後学習 
細菌の性質についてまとめ、ワークシートを提

出する 

第４回 
ウイルスの性質（構造と特徴、ウイルスの培養と増殖、

ウイルスの分類）、真菌・原虫の特徴 

事前学習 
教科書第 1章 D「病原体の増え方」を読んでく

る 

事後学習 
ウイルスの基本構造についてまとめ、ワークシ

ートを提出する 

第５回 

感染症の成立要因（病原体、感染経路、感受性者の存在

が同時に存在すること） 

感染症の予防対策 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（感染症法） 

事前学習 教科書第 2章「感染症とは」を読んでくる 

事後学習 
感染症の成立要因とその予防対策についてま

とめワークシートを提出する 

第６回 

感染経路対策：滅菌と消毒（滅菌と消毒の違い、滅菌法、

消毒法、消毒薬の種類と効果、標準予防策（スタンダー

ドプリコーション）、手洗い方法） 

事前学習 教科書第 4章 E「滅菌・消毒」を読んでくる 

事後学習 
滅菌と消毒についてまとめ、ワークシートを提

出する 

第７回 

病原体対策：感染症の治療（化学療法剤の作用メカニズ

ム、抗生物質、抗菌スペクトル、薬剤感受性試験、最小

発育阻止濃度（MIC）、薬剤耐性） 

事前学習 教科書第 3章 G「感染症の治療」を読んでくる 

事後学習 
感染症の治療についてまとめ、ワークシートを

提出する 

第８回 

感受性者対策：免疫のしくみ（自然免疫と獲得免疫、免

疫担当細胞、体液性免疫と細胞性免疫、抗原抗体反応）、

予防接種（定期接種と任意接種、ワクチンの種類） 

事前学習 
教科書第 5章「感染防御のしくみ」を読んでく

る 

事後学習 
免疫の仕組みについてまとめ、ワークシートを

提出する 

第９回 

主な微生物感染症①（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、感染経路、

治療法、予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
感染症法 1 類感染症、2 類感染症、3 類感染症

についてまとめ、ワークシートを提出する 

第１０回 

主な微生物感染症②（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、感染経路、

治療法、予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
感染症法 4類感染症および HIV感染症について

まとめ、ワークシートを提出する 

第１１回 

主な微生物感染症③（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、感染経路、

治療法、予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
性感染症、食中毒を起こす微生物についてまと

め、ワークシートを提出する 

第１２回 

主な微生物感染症④（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、感染経路、

治療法、予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
ウイルス性かぜ症候群やウイルス性肝炎につ

いてまとめ、ワークシートを提出する 

第１３回 
常在微生物を用いた実習（各種手洗い前後の手に存在す

る細菌を培養する） 

事前学習 教科書第 4章 A「標準予防策」を読んでくる 

事後学習 手洗い方法と細菌実習の内容をまとめてくる 

第１４回 
常在微生物を用いた実習（培養結果を観察し、手洗いの

効果を考察する） 

事前学習 細菌実習の結果を予想する 

事後学習 
細菌実習の結果を観察して考察を加えレポー

トを提出する 

第１５回 まとめ 

事前学習 
病原微生物学で作成し返却されたワークシー

トを見直す 

事後学習 

学習したことを振り返り、養護教諭や保健科教

諭としての病原微生物に対する基本的考え方

や感染制御方法をまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 病弱教育Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 

SNMP3451 

SCMP3451 

SBMP3451 

SSMP3451 

SSMP3351 

２．授業担当教員 立松 英子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
病弱教育Ⅰを履修してから本授業を受けることが望ましい 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

①多様な病虚弱児の病態。 

②生涯を見通し、その心理と生活実態を踏まえた教育的支援。 

③授業に向けた、実態把握、学習指導案や教材教具の作成。 

④適切な配慮事項を含んだ個別の指導計画・教育支援計画の作成。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書を参考に、グループで模擬授業を行い、指導案を提出してください。指導案は、展開部分は共通でも、

「指導観（題材観、児童生徒観、教材観）」の部分を各自考えて、全員が提出してください。 

途中で小テストを行います。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】全国病弱教育校長会『病弱教育Ｑ＆Ａ PartⅢ（教科指導編）』ジアース教育新社、2004 

【参考書】①独立行政法人国立特別支援教育総合研究所・全国特別支援学校病弱教育校長会 

『病気の子どもの理解のために』 

http://www.nise.go.jp/portal/elearn/shiryou/byoujyaku/supportbooklet.html 

②文部科学省『教育支援資料』 

Webサイト http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm 

③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）』開隆堂  

④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）』 開隆堂 

⑤文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 総則編 (幼稚部･小学部・中学部) 

（平成 30年 3月）』 開隆堂  

（③~⑤は、「知的障害教育Ⅰ」「病弱教育Ⅰ」と共通する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

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

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

〇評定の方法 

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

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

2.その他の授業態度                   総合点の２０％ 

3.期末試験                       総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

①本授業では、知的障害のない病弱者を対象とした模擬授業を行っていただきます。教材準備もその中で行

います。授業はチームワークの勉強でもあります。実際に教師になったつもりでやりましょう。 

②「病気の子ども」がいるのではなく、子どもや家族の人生があってそこに病気があります。このことをふ

まえて、普段から教師としての感性や資質を磨きましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション／病虚弱児とは 

事前学習 
病弱教育Ⅰで学習した内容を振り返ってお

く。 

事後学習 
学校教育法施行令第 22 条の 3 での病弱者の

定義を暗記しておく。 

第２回 
病弱教育の場、 

担当する教師の役割 

事前学習 
病弱教育の場について、教科書の p.14 の図

を見て確認しておく。 

事後学習 
通常学級の教師及び病弱特別支援学校の教

師の立場で、役割について整理しておく。 

第３回 病虚弱児の教科指導と授業作り 

事前学習 
学習指導要領解説（総則等編）で、病弱児の

教科指導の配慮事項を調べておく。 

事後学習 
教科書の各指導例で「配慮事項」の部分に線

を引いておく。 

http://www.nise.go.jp/portal/elearn/shiryou/byoujyaku/supportbooklet.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm


 

 

第４回 指導案及び個別の指導計画の作成 

事前学習 
教科書にある「個別の指導計画」例を読んで

おく。 

事後学習 
指導案がどのような組み立てになっている

か確認しておく。 

第５回 教材・教具についての基本的概念 
事前学習 

教科書にある教材教具の内容とねらいにつ

いて、調べておく。 

事後学習 教材教具の意義についてまとめておく。 

第６回 重症心身障害児の教育 

事前学習 
「重症心身障害児」とは何か、どのような場

で暮らしているのか調べておく。 

事後学習 
「重症心身障害児」の学習内容について確認

しておく。 

第７回 不登校児（心因性障害や発達障害による）への対応 

事前学習 「不登校」の定義とは何か調べておく。 

事後学習 
学校に行けなくなる要因について、まとめて

おく。 

第８回 
病虚弱児の教科指導への配慮事項 

（まとめ） 

事前学習 第 1回～7回までの学習内容を整理しておく。 

事後学習 
教科書 各指導事例の「指導上の配慮事項」

を読んで、模擬授業の指導案に生かす。 

第９回 
演習 

（指導案作成、教材作り、模擬授業） 

事前学習 
対象学年と授業科目を選び、指導案、教材、

教材説明書を用意する。 

事後学習 
観察メモを読んで、授業の改善点を記録して

おく。 

第１０回 
演習 

（指導案作成、教材作り、模擬授業） 

事前学習 
対象学年と授業科目を選び、指導案、教材、

教材説明書を用意する。 

事後学習 
観察メモを読んで、授業の改善点を記録して

おく。 

第１１回 
演習 

（指導案作成、教材作り、模擬授業） 

事前学習 
対象学年と授業科目を選び、指導案、教材、

教材説明書を用意する。 

事後学習 
観察メモを読んで、授業の改善点を記録して

おく。 

第１２回 
演習 

（指導案作成、教材作り、模擬授業） 

事前学習 
対象学年と授業科目を選び、指導案、教材、

教材説明書を用意する。 

事後学習 
授業のテーマを選び、指導案、教材を用意す

る。 

第１３回 
演習 

（指導案作成、教材作り、模擬授業） 

事前学習 
対象学年と授業科目を選び、指導案、教材を

用意する。 

事後学習 
観察メモを読んで、授業の改善点を記録して

おく。 

第１４回 
演習 

（指導案作成、教材作り、模擬授業） 

事前学習 
対象学年と授業科目を選び、指導案、教材を

用意する。 

事後学習 
観察メモを読んで、授業の改善点を記録して

おく。 

第１５回 病弱教育の現状と課題（まとめ） 

事前学習 
第 1 回～15 回までの学習内容を整理してお

く。 

事後学習 
答えられなかった部分、気づかなかった部分

を確認しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 病弱教育総論 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3456 

SNMP3456 

SCMP3456 

SBMP3456 
２．授業担当教員 立松 英子 

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。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

知的障害特別支援学校数は増加傾向にある。対して、病弱教育特別支援学校数は微減に転じている。しか
しそれは単に長期入院しながら院内学級や特別支援学校に通う子どもたちが減ったことだけが理由であり、
病虚弱児自体が減少しているわけではない。むしろ総数は増える傾向にあり、また子どもたちが抱える病気

の種類も多様になっている。本講座では「病気の子どもたちに対する教育」の概念から学校における指導、
支援に至るまでを系統的に取組み、病弱教育における指導・支援の在り方を学び、指導実践力を兼ね備えた
教員をめざす。 

８．学習目標 

以下に関して学習し理解を深め、指導実践力を高める。 
１．病弱教育の概念についての理解を深め、「病気の子ども」の実態把握ができるようになる。 

２．「病気の子ども」の教育の課題、教育課程等について理解を深め、学習活動を考えられるようになる。 
３．「病気の子ども」の抱える疾病状況･配慮事項等を理解し、個に応じた指導内容･方法を考えられるよう

になる。 

４．病弱教育の今後の課題及び方向性を考え、病弱教育の在り方等を考え、発表できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業で提出するテーマに沿って、慢性の疾患と共に生きていく子どもたちの課題について考えます。 
授業ごとにまとめのレポート(A4 1～2枚)を提出します（到達度評価）。 

２．教科書や配付プリント、レポート等が綴られるようなノート兼用のバインダーを準備してください。 

10．教科書・参考書・

教材 

NISE（国立特別支援教育総合研究所）Health Center 病弱教育支援冊子 病気の子どもの理解のために 

http://forum.nise.go.jp/health-c2/htdocs/index.php?page_id=158 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

1. グループワークにおけるレポート課題の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

2. 分かりやすい表現方法や具体的かつ論理的な文章作成力が身に付いたか。 

〇評定の方法 

1. 授業への積極的参加             総合点の４０% 

2. テスト・レポート・発表などの活動      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 

病弱教育特別支援学校の設置数は他の校種と比べて少ないですが、病弱教育を受ける子どもは通常の学校や
他障害種の特別支援学校にも数多く通っています。主症状となる慢性疾患のみならず、しばしば合併する心
身症への対応、また、さまざまな家庭の事情、兄弟姉妹への配慮など、教師に必要とされる専門性の幅は広

いです。彼らの自己肯定感を高め、生への希望を持たせることが病気への抵抗力を培い、早期の治癒や寛解
（病状が一時的に安定すること）を可能にするといわれています。その意味で医療の側からの病弱教育への
期待は高く、その期待に応えるためには、子どもの命と正面から向き合う真摯な姿勢が求められます。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義で詳細を伝えます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
病弱、病虚弱とは 

事前学習 病弱・病虚弱の定義を振り返る 

事後学習 
学校教育法施行令第 22 条の３の別表で確認
しておく 

第２回 関連法令と学習指導要領 
事前学習 

学校教育法施行令や特別支援学校学習指導
要領で「病弱者」の項目を調べておく 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく 

第３回 病気の子どもの生活を支える福祉について 
事前学習 

病気の子どもを支える福祉の制度について
調べておく 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく 

第４回 白血病 
事前学習 

NISE Health Center 病類別支援冊子「白血
病」を読んでおく 

事後学習 「血友病」についての知識を整理しておく 

第５回 血友病 
事前学習 

NISE Health Center 病類別支援冊子「血友
病」を読んでおく 

事後学習 [血友病]についての知識を整理しておく 

第６回 てんかん 
事前学習 

NISE Health Center 病類別支援冊子「てん
かん」を読んでおく 

事後学習 [てんかん]についての知識を整理しておく 

第７回 筋ジストロフィー 
事前学習 

NISE Health Center 病類別支援冊子「筋ジ
ストロフィー」を読んでおく 

事後学習 
[ムコ多糖症]についての知識を整理してお
く 

第８回 胆道閉鎖症 
事前学習 

NISE Health Center 病類別支援冊子「胆道
閉鎖症」を読んでおく 

事後学習 
[胆道閉鎖症]についての知識を整理してお
く 

第９回 肥満 
事前学習 

NISE Health Center 病類別支援冊子「肥満」
を読んでおく 

事後学習 [肥満]についての知識を整理しておく 



 

 

第１０回 脳腫瘍① 
事前学習 

NISE Health Center 病類別支援冊子「脳腫
瘍」を読んでおく 

事後学習 [脳腫瘍]についての知識を整理しておく 

第１１回 脳腫瘍② 
事前学習 

NISE Health Center 病類別支援冊子「色素
性乾皮症」を読んでおく 

事後学習 
[色素性乾皮症]についての知識を整理して
おく 

第１２回 もやもや病 
事前学習 

NISE Health Center 病類別支援冊子「もや
もや病」を読んでおく 

事後学習 
[もやもや病]についての知識を整理してお
く 

第１３回 ペルテス病 
事前学習 

NISE Health Center 病類別支援冊子「ペル
テス病」を読んでおく 

事後学習 
[ペルテス病]についての知識を整理してお
く 

第１４回 心の病 
事前学習 

NISE Health Center 病弱教育支援冊子「病
気の子どもの理解のために 第 2巻「ここの
病編」を読んでおく 

事後学習 「心の病]についての知識を整理しておく 

第１５回 まとめ 
事前学習 

これまでの学習でわからなかった部分を特
定し、授業で質問する。 

事後学習 レジュメを振り返っておく 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉科指導法 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP3341 

SSMP3441 

SCMP3441 

SBMP3441 

SNMP3441 

２．授業担当教員 大門 俊樹 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

高等学校福祉科の主旨、目標、科目構成と内容についての理解を図る。また、問題演習などを通して、福祉
科の授業を行う上で必要な社会福祉の基礎的・専門的知識や技術についても整理する。さらに、受講生全員
が模擬授業をつくりあげることにより、福祉科教員としての基礎を確立することを目指す。 

８．学習目標 

１．高校福祉科の設置経緯と位置づけについて理解し説明できるようになる。 
２．福祉科の教育目標と教育内容について理解し説明できるようになる。 

３．各科目（新教育課程９科目）に関して理解し説明できるようになる。 
４．教材研究と指導案作成について理解し、模擬授業の計画に備え発表できるようになる。 
５．授業展開例と授業評価について理解し説明できるようになる。 

６．模擬授業を計画し、実際に全員が授業を行い、福祉科教育実習の準備の第一歩とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

かしていく。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

村川浩一他『（H25新課程）社会福祉基礎』実教出版。 
【参考書】 

文部科学省『高等学校学習指導要領解説 福祉編』海文堂出版。 

東京福祉大学編『教職科目要説』ミネルヴァ書房。 
【参考資料】 
高等学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．高校福祉科の設置経緯と位置づけについて理解し説明できるようになる。 
２．福祉科の教育目標と教育内容について理解し説明できるようになる。 

３．各科目（新教育課程９科目）に関して理解し説明できるようになる。 
４．教材研究と指導案作成について理解し、模擬授業の計画に備え発表できるようになる。 
５．授業展開例と授業評価について理解し説明できるようになる。 

６．模擬授業を計画し、実際に全員が授業を行い、福祉科教育実習の準備の第一歩とする。 

○評定の方法 

学習指導案              ５０％ 

授業内で行う模擬授業準備・発表活動等 ３０％ 
授業態度・レポート等の提出物     ２０％ 
学校での授業補助・行事参加等の教育ボランティア活動を行った場合は、評価し加算する。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．欠席・遅刻・早退をしないこと。 
２．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。 

３．授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も改善が見られないときは、Ｆ評価とす
る。 

４．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループディスカッションや意見の発表時には間違いを恐

れず、恥ずかしがらずに前へ出ること。 
５．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 
６．この授業では、全員が福祉科の模擬授業を行う。受講生の中には福祉科で教育実習を行わない学生もい

ると考えられるが、福祉科指導法の履修には必須といえるため、積極的に取り組むこと。 

13．オフィスアワー 最初の授業で発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス、基礎力診断テスト、高校福祉科
の設置経緯とねらい１ 

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

事後学習 福祉教育の類型をまとめ、理解する。 

第２回 高校福祉科の設置経緯とねらい２ 

事前学習 高校福祉科の教育目標をチェックし、理解する。 

事後学習 
教科「福祉」が登場した時代背景について理解し、ま
とめる。 

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

事後学習 高等学校の教育目標を確認し、理解する。 

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

事前学習 学習指導要領を読んだうえで授業に臨む。 

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

第５回 

福祉科の各科目１（社会福祉基礎１） 

 社会福祉の理念と意義、人間関係とコミュニケ
ーション 

事前学習 
学習指導要領の社会福祉基礎の内容を読んだうえで
授業に臨む。 

事後学習 社会福祉基礎の予習用教材を作成する。 

第６回 福祉科の各科目１（社会福祉基礎２） 事前学習 
学習指導要領の社会福祉基礎の内容を読んだうえで
授業に臨む。 



 

 

 

 社会福祉思想の流れと福祉社会への展望、生活
を支える社会保障制度 

事後学習 社会福祉基礎の授業用教材を作成する。 

第７回 
福祉科の各科目２（介護福祉基礎１） 

 介護の意義と役割、介護福祉の担い手 

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

事後学習 介護福祉基礎の授業用教材を作成する。 

第８回 

福祉科の各科目２（社会福祉基礎２） 

 介護を必要とする人の理解と介護、介護におけ
る安全確保と危機管理 

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

事後学習 介護福祉基礎の復習用教材を作成する。 

第９回 
福祉科の各科目３（コミュニケーション技術１） 

 介護におけるコミュニケーション 

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

事後学習 コミュニケーション技術の予習用教材を作成する。 

第１０回 

福祉科の各科目３（コミュニケーション技術２） 

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

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

事後学習 コミュニケーション技術の授業用教材を作成する。 

第１１回 福祉科の各科目４（生活支援技術） 

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

事後学習 コミュニケーション技術の復習用教材を作成する。 

第１２回 福祉科の各科目５（介護過程） 

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

事後学習 介護過程の授業用教材を作成する。 

第１３回 福祉科の各科目６（介護総合演習） 

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

事後学習 介護総合演習の授業用教材を作成する。 

第１４回 福祉科の各科目７（介護実習） 

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

事後学習 介護実習の授業用教材を作成する。 

第１５回 福祉科の各科目８（こころとからだの理解） 

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

事後学習 こころとからだの理解の授業用教材を作成する。 

第１６回 

福祉科の各科目９（福祉情報活用） 

 福祉科授業における情報機器活用についても考
える。 

事前学習 
学習指導要領における福祉情報活用を読んだうえで
授業に臨む。 

事後学習 福祉情報活用の授業用教材を作成する。 

第１７回 指導計画の作成（外部講師） 

事前学習 
学習指導計画とは何なのかについて理解し、授業に臨
む。 

事後学習 学習指導案の項目をまとめる。 

第１８回 模擬授業で扱う単元の決定 

事前学習 模擬授業で扱う単元を決定する。 

事後学習 模擬授業の指導案のテーマ・目標を設定する 

第１９回 

模擬授業準備 

 過去の模擬授業映像を視聴し、分析しながら、
自分の授業に生かしていく。 

事前学習 模擬授業の指導案を作成する（１）。 

事後学習 模擬授業の指導案を作成する（２）。 

第２０回 

模擬授業準備 

 単元名、単元の目標、設定の理由について考え
る。 

事前学習 模擬授業の指導案を作成する（３）。 

事後学習 模擬授業の指導案を作成する（４）。 

第２１回 

模擬授業準備 

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

事前学習 模擬授業用の教材を作成する（５）。 

事後学習 模擬授業用の教材を作成する（６）。 



 

 

第２２回 

模擬授業準備 

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

事前学習 模擬授業用の教材を作成する（１）。 

事後学習 模擬授業用の教材を作成する（２）。 

第２３回 

模擬授業準備 

 授業の進め方、発問の仕方などについて練習す
る。 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（１）。 

事後学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（２）。 

第２４回 

模擬授業準備 

 板書の仕方、映像教材導入・操作の仕方などに
ついて練習する。  

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（３）。 

事後学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（４）。 

第２５回 
模擬授業 

 授業時の声量、姿勢、視線などに着目して、 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（５）。 

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

第２６回 

模擬授業 

 授業時の発問、グループディスカッションなど
に着目して 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（６）。 

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

第２７回 

模擬授業 

 授業時の板書内容、プリント教材、映像教材の
内容などに着目して 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（７）。 

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

第２８回 
模擬授業 

 授業の全体内容に着目して 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（８）。 

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

第２９回 

まとめ１（全員の模擬授業に対する講評） 

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

事前学習 
自分の模擬授業について、反省点を再度明らかにする
（１）。 

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

第３０回 

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

事前学習 
自分の模擬授業について、反省点を再度明らかにする
（２）。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉行財政と福祉計画 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3103 

SNMP3303 

SBMP3103 

SCMP3103 

PSMP3403 

２．授業担当教員 尹 文九 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

以下の点を中心に学習する。 

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

の役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

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

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

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

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

るようになる。 

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

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2．福祉財政についてその内容と課題について理解されているのか 

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

4．発表や討議を通して発表力の向上できたのか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

 受講生は上記の目的達成のため、下記の事を守ることが期待されている。 

１）授業中は常に緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

２）席は前から男女混合で座ること。 

３）授業中に理解できなかったことをそのまま放っておかず、質問をすること。 

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

５）宿題及びレポートの提出期間を厳守すること。 

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

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

第１セクター(民間)と第２セクター(行政)の相違点 

事前学習 
学習用ノートを準備し、シラバス・教科書に目

を通し、講義に臨むこと 

事後学習 行政と民間の相違点についてまとめる 

第２回 

福祉と制度 

福祉を実現する主体と機能、社会福祉の捉え方、 

社会福祉と社会保障の違いについて 

事前学習 pp.2～10を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会福祉の概念の変遷についてまとめる 

第３回 

福祉の法制度の展開 

時代によってどのような制度ができ、特徴があるのか、 

社会福祉における市場と行政の機能変化について 

事前学習 pp.11～23を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 
社会福祉における市場と行政の機能変化につ

いてまとめる 

第４回 
福祉計画の概要 

社会福祉と計画の関係、福祉行政と福祉計画について 

事前学習 pp.24～31を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 福祉行政と福祉計画についてまとめる 

第５回 

行政の骨格と社会福祉の法制度 

政府の役割と地方自治体の関係、社会福祉の法令を読む

ポイント 

事前学習 pp.34～43を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会福祉関連法令の専門用語をまとめる 

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



 

 

事後学習 厚生労働省の機能についてまとめる 

第７回 
社会福祉基礎構造改革と福祉サービスの利用方式の分

化について 

事前学習 pp.54～60を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 福祉サービスの利用方式についてまとめる 

第８回 

財政と社会福祉 

社会保障給付費とは、社会保障給付費の推移、社会保障

関係費の動向について 

事前学習 pp.62～68を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 
日本の社会保障給付費の動向の特徴について

まとめる 

第９回 地方自治体の財政と民生費の動向、民間と利用者負担 
事前学習 

pp.69～75を参考に自分が住んでいる地方自治

体の民生費を調べてまとめる 

事後学習 日本の民生費の動向の特徴についてまとめる 

第１０回 

福祉行政の専門機関と専門職 

福祉関連専門機関と専門職にはどのようなものがある

のか 

事前学習 pp.86～100を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる 

第１１回 

福祉計画の基本的視点 

計画と計画化、目標と目的の違いや PDCA サイクル、福

祉計画の概念や主体そして類型について 

事前学習 pp.116～133を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 福祉計画のプロセスについてまとめる 

第１２回 福祉計画におけるニーズ把握について 

事前学習 pp.134～141を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 
客観的ニーズと主観的ニーズの関係について

まとめる 

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

事後学習 評価技法についてまとめる 

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

事後学習 講義で理解した内容をまとめる 

第１５回 
福祉計画における住民参加の方法となぜそれが重要な

のか 

事前学習 pp.149～155を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 住民参加の方法及び重要性についてまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉事業所経営管理論Ⅱ（２単位） 

３．科目番号 

SSMP3313 

SNMP3313 

SCNP3313 

SBMP3120 
２．授業担当教員 上野 義光 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

て福祉事業所の経営・管理の実務的側面に焦点を当て実践的問題を扱う。 

８．学習目標 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポートの提出：事例「リスクマネジメントの取り組み」について（１法人の概要、2法人の取り組み、3考

察）、2000字程度で、12月中旬までに提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

浦野正男編著「社会福祉施設経営管理論」全国社会福祉協議会 2018年 

【参考書】 

小松理佐子編著「よくわかる社会福祉の経営」ミネルヴァ書房 2018年 

宇山勝儀・小林理編著「社会福祉事業経営論」光生館 2011年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 社会福祉事業の経営学的な思考が身についたか。 

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

○評定の方法 
授業への積極的参加度    40％ 

レポート          60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 自分なりの将来設計をもって、積極的な態度で授業に出席する。 

２ 授業のための予習を必ずしてくること。 

３ 携帯電話は電源を切り、私語を慎むこと。 

13．オフィスアワー 休憩時間に相談に応じる（4号館 2階非常勤講師室）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバスの説明、講義の進め方） 

最近の社会福祉事業の経営の動向について 

事前学習 
社会福祉事業経営管理論の学習用ノートを

準備し講義に臨むこと。 

事後学習 
最近の社会福祉事業の経営の動向について

まとめる。 

第２回 

社会福祉法人と社会福祉施設（社会福祉法人の意義と約

割、社会福祉施設の使命、社会福祉施設の概況と推移）

について 

事前学習 教科書第 1章（p2~69）を読んでくること 

事後学習 
社会福祉法人に求められる事業のあり方に

ついてまとめる。 

第３回 

社会福祉施設経営管理の基礎（社会福祉法人・施設の経

営管理、問題解決とモチベーション、組織におけるリー

ダーシップ）について 

事前学習 教科書第 2章（p71~139）を読んでくること 

事後学習 
組織におけるリーダーシップについてまと

める。 

第４回 
事例 「SWOT分析」に基づく環境特性分析と中期経営計

画策定について 

事前学習 教科書（p100~106）を読んでくること 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例

の取り組みを理解する。 

第５回 

社会福祉施設のサービス管理（サービス管理の必要性、

福祉サービスとマーケティング、福祉サービスの品質マ

ネジメント）について 

事前学習 教科書（p141~162）を読んでくること 

事後学習 
福祉サービスとマーケティングについてま

とめる。 

第６回 事例 ISOの取り組み 

事前学習 教科書（p160~162）を読んでくること 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例

の取り組みを理解する。 

第７回 

社会福祉施設のサービス管理（リスクマネジメントとサ

ービス管理、福祉サービスの評価、社会福祉施設におけ

る契約）について 

事前学習 教科書（p163~215）を読んでくること 

事後学習 
福祉サービスの評価についてまとめる。 

第８回 事例 リスクマネジメントの取り組み 

事前学習 教科書（p192~196）を読んでくること 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例

の取り組みを理解する. 



 

 

第９回 
社会福祉施設のサービス管理(社会福祉施設における権

利擁護)について 

事前学習 教科書（p216~228）を読んでくること 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例

の取り組みを理解する。 

第１０回 
事例 苦情解決の取り組み～第三者委員と介護オンブ

ズマン～ 

事前学習 教科書（p229~233）を読んでくること 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例

の取り組みを理解する. 

第１１回 

社会福祉法人・施設の人事・労務管理（社会福祉法人・

施設の人事、社会福祉法人・施設における職員研修、福

祉施設の労務管理）について 

事前学習 教科書（p235~314）を読んでくること 

事後学習 
福祉施設の労務管理についてまとめる。 

第１２回 事例 人事管理・人材育成の取り組み 

事前学習 教科書（p283~291）を読んでくること 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例

の取り組みを理解する. 

第１３回 社会福祉施設の会計管理と財務管理 

事前学習 教科書（p315~338）を読んでくること 

事後学習 
社会福祉施設の会計管理と財務管理につい

てまとめる。 

第１４回 事例 管理会計と財務分析 

事前学習 教科書（p339~346）を読んでくること 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例

の取り組みを理解する. 

第１５回 
社会福祉施設の情報管理（利用者情報の保護、公益通保

者保護の仕組み）について 

事前学習 教科書（p347~357）を読んでくること 

事後学習 個人情報保護法についてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と教育 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1329 

GELA1349 
２．授業担当教員 成田 成 

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

ポート課題、発表 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

祉従事者や教育者のあり方について考察する。 

８．学習目標 

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：最終日の授業時間には、「本授業に参加して興味を持ったことについて、自分でテーマを決

めて1,000字程度で論述せよ。」というテーマでレポートを作成していただく。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

東京福祉大学編『社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・福祉や教育に関する現代的な課題について理解することができたか。 

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

きたか。 

○評定の方法 

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

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

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

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

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

場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目では、ディスカッションや発表を通じて、福祉と教育のあり方について考え、福祉や教育の現場

で役立つ能力を養っていただきたい。そのためにも、本授業に参加して、①レポート課題やワークシートで

は、論理的でわかりやすい簡潔な文章の作成能力、②ディスカッションでは、柔軟な思考力や問題解決能力、

③発表では、発言力や表現力を身に付けてほしい。 

13．オフィスアワー 
時間：オリエンテーションで連絡 

場所：伊勢崎キャンパス：４号館 1階 120研究室 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の進め方、心得など） 

なぜ「福祉と教育」という科目が開講されたのか 

事前学習 
「福祉」と「教育」の共通点について考えて

くる。 

事後学習 
「福祉と教育」を開講した理由について振り

返る。 

第２回 日本の教育の現状①（教師による児童のいじめ） 

事前学習 
教師による児童のいじめ問題についての具

体例を考えてくる。 

事後学習 
いじめ問題の解決策について、さまざまな視

点から考察する。 

第３回 日本の教育の現状②（教員の指導力不足） 

事前学習 
教員の指導力不足を感じた事例について考

えてくる。 

事後学習 
教員の指導力不足の問題の具体的な解決策

について練り直す。 

第４回 
日本の教育の現状③（小学校教師によるモデル授業） 

・ビデオ鑑賞で学んだことについてのレポート作成 

事前学習 
小学校時代に良かった授業について振り返

ってみる。 

事後学習 
学んだことについて、将来、どのように活か

すかを考えてみる。 

第５回 
日本の教育の現状④（中学校教師によるモデル授業） 

・ビデオ鑑賞で学んだことについてのレポート作成 

事前学習 
中学校時代に良かった授業について振り返

ってみる。 

事後学習 
学んだことについて、将来、どのように活か

すかを考えてみる。 



 

 

第６回 

日本の教育の現状③④のビデオを鑑賞して 

・福祉や教育の現場で応用すべき点についてディスカッ

ション 

事前学習 
日本の教育の現状③④のビデオで学んだこ

とを整理してくる。 

事後学習 
福祉または教育の現場で応用すべき点を自

分の将来と関連させる。 

第７回 有能な人材育成に繋がる授業法 

事前学習 
印象に残る素晴らしい授業について振り返

る。 

事後学習 
有能な人材育成に繋がる授業について考え

てくる。 

第８回 
福祉の現場①（在宅介護でのターミナルケア） 

・ビデオ鑑賞で学んだことについてのレポート作成 

事前学習 ターミナルケアについて調べてくる。 

事後学習 在宅介護で重要なことを再確認する。 

第９回 
福祉の現場②（モデルとなっているデイケアハウス） 

・ビデオ鑑賞で学んだことについてのレポート作成 

事前学習 デイケアハウスについて調べてくる。 

事後学習 
モデルとなっているデイケアハウスの長所

と短所を確認する。 

第１０回 

福祉の現場①②のビデオを鑑賞して 

・福祉や教育の現場で応用すべき点についてディスカッ

ション 

事前学習 
福祉の現場①②のビデオを鑑賞して学んだ

点を整理してくる。 

事後学習 
福祉や教育の現場で応用すべき点を自分の

将来と関連させる。 

第１１回 

福祉の現場③（難病患者の介護―コミュニケーションの

重要性） 

・ビデオ鑑賞で学んだことについてのレポート作成 

事前学習 
難病についての具体例をいくつか調べてく

る。 

事後学習 ビデオで学んだことについて整理しておく。 

第１２回 
福祉の現場④（認知症患者への対応） 

・ビデオ鑑賞で学んだことについてのレポート作成 

事前学習 
認知症についての具体例をいくつか調べて

くる。 

事後学習 ビデオで学んだことについて整理しておく。 

第１３回 

福祉の現場③④のビデオを鑑賞して 

・福祉や教育の現場で応用すべき点についてディスカッ

ション 

事前学習 
福祉の現場③④のビデオを鑑賞して学んだ

点を整理してくる。 

事後学習 
福祉や教育の現場で応用すべき点を自分の

将来と関連させる。 

第１４回 
バイスティックの７つの原則（福祉と教育への応用） 

・福祉従事者や教育者にとって重要なこと 

事前学習 
バイスティックの７つの原則について調べ

てくる。 

事後学習 
福祉従事者と教育者にとって重要なものは

何かについて考える。 

第１５回 
合格点がもらえるレポートの書き方 

・レポート（本授業に参加して興味を持ったこと） 

事前学習 
本授業に参加して興味を持ったことについ

て整理しておく。 

事後学習 
作成したレポートについて要点を再確認す

る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 中野 隆之 

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

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
福祉と経営Ⅰを受講していることを前提として授業を行う 

７．講義概要 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

スメイトから話を聞いて作成すること）テーマの詳細は授業当日説明する。 

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

すか、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

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

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

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

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

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

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

ことを踏まえてレポートしなさい。 

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

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

レポートしなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

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

療企画、2014。 

【参考書】 

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

野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 

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

画、2015（介護福祉経営士入門研修テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13．オフィスアワー 別途、通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 福祉と経営１の総復習 
事前学習 福祉と経営１で学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営１で学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

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

をよく読む。 

事後学習 
少子高齢化が進展する日本の将来を考える。また、自国の将来につ

いても考える。 

第３回 高齢者の住まい 事前学習 
テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39のコラム 9、p.41のコラム

10、p.43のコラム 11、p.44のコラム 12）をよく読む。 



 

 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第４回 事例研究：ガバナンス 

事前学習 テキスト p.55のコラム 14をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第５回 
福祉事業者が行うことができる介

護保険外サービス 

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

読む。 

事後学習 福祉業界が行うことができるビジネス領域を整理する。 

第６回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 テキスト p.68のコラム 17をよく読む。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社会福祉ビジネスの進展の

可能性を考える。 

第７回 
事例 人材定着率の向上を目指し 

て（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえて、考えたことをレポー

トとして提出する。 

第８回 
外国人看護師・介護福祉士の受け

入れ 

事前学習 テキスト p.73のコラム 18をよく読む。 

事後学習 
日本で就職するために必要な労働ビザの取得できる職種を理解し、

福祉業界への就職の可能性を考える。 

第９回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 テキスト pp.86～92をよく読む。 

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

長する際のヒントとする。 

第１０回 
事例 リーダーシップを高めるた

めに（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.86～92および前回配布した資料をよく読む。 

事後学習 
ディスカッションの中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えを

まとめてみる。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第１２回 
事例 リーダーシップを高めるた

めに（グループディスカッション） 

事前学習 第９～１１回に配布した資料をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえて、考えたことをレポー

トとして提出する。 

第１３回 
コスト削減に関するケーススタデ

ィー 

事前学習 テキスト pp.109～116をよく読む。 

事後学習 

テキスト pp.109～116を復習し、授業で行ったケーススタディーの

意味を理解する。 

授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第１４回 

事例 全職員で組織的に行ったオ

ープン前の営業活動（グループデ

ィスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえて、考えたことをレポー

トとして提出する。 

第１５回 最終まとめ 

事前学習 ここまで未消化であった事項を整理する。 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営の関係について自分の考

えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 米文学（作家・作品論） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3319 

２．授業担当教員 日下 洋右 

４．授業形態 講義、発表、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 
「異文化理解」、「英文学」を履修すること。 

７．講義概要 

この授業では、アメリカ文学の歴史的な主潮を概観し、アメリカ文学の主要作家と作品を考察するとともに、

各々の作家とその作品の時間的・空間的特徴および文化的背景をも明らかにして、今日の国際化社会で不可

欠のグローバルな視野を広げることを目的とする。また、各主要作家の主要作品の名場面あるいは名文の一

部を読んで、作品の真髄に触れ、名作や古典と呼ばれる所以を知ることができるようにする。 

 文学の歴史的考察は、文化史的視点とも重なり合い、密接に関連しあう側面を有している。その意味では、

「米文学(作家・作品論)」は「異文化理解」を補完し、深化させる役割をも果たしているといえる。 

８．学習目標 

1：米文学作品における英語表現を精読することができる。 

2：英文法・構文の知識を確実に修得し、長文を読み通すことができる。 

3：アメリカ文学の全体像と各作家・作品の特徴を分析し考察して、その成果をまとめて発表できるようにな

ることに加え、自らの意見をレポートにまとめることもできるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容の理解を深めるため、また主体的に授業に取り組む姿勢を養うため、発表とディスカッション

形式を取り入れるので、そのための準備をすること。 

２．学習したことに対して自分の意見を持つことが大切なので、アメリカ文学から何を感じ、何を得たかに

ついて自己の見解をレポート（2,000字程度）にまとめて提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

プリントを使用する 

【参考書】 

板橋好枝・高田賢一編著『はじめて学ぶ アメリカ文学史』ミネルヴァ書房。 

大橋健三郎・斉藤光・大橋吉之輔『総説アメリカ文学史 研究社。 

福田昇八『イギリス・アメリカ文学史』南雲堂。 

井上謙治『アメリカ小説入門』研究社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．アメリカ文学の全体像と各作家・作品の特徴を分析し考察して、その成果をまとめて発表し、自らの意

見をレポートにまとめることもできるようになったか。  

○評定の方法 

レポート 30％ 発表 30％ 小テスト 20％ 受講態度・参加姿勢 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は、発表、ディスカッション、レポートの作成に重点を置いて、アメリカ文学の修得を目的として

いる。目的達成のため、受講生は以下の条件を順守すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

３．授業の欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合には、その理由を必ず教員に報告

すること。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された場合には、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

  

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的や目標を明確にする。 

２．受講生全体に聞こえる大きさの声で話をするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

４．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合には、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：アメリカ文学の概観、発表の仕方

とまとめ方 

事前学習 
米文学に関して知っていることを発表でき
るようにまとめておく。 

事後学習 
米文学の流れのポイント、発表の仕方とまと
め方を確認する。 

第２回 初期のアメリカ文学：ピューリタニズムの文学 
事前学習 

プリントのブラッドストリート、テイラーを
読み込んで、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第３回 
国民文学の創成：アメリカ・ゴシックのはじまり、ニッ

カーボッカー派の作家と作品 

事前学習 
プリントのブラウン、クーパー、アーヴィン
グを読み込んで、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第４回 
国民文学の成熟：アメリカン・ルネッサンス期の作家と

作品 

事前学習 
プリントのポー、ホーソーン、メルヴィルを
読み込んで、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第５回 
アメリカン・リアリズムの確立：南北戦争後のリアリズ

ムの作家と作品 

事前学習 
プリントのトウェイン、ジェイムズを読み込
んで、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 



 

 

第６回 
自然主義の文学：自然主義の作家と作品、地方色の作家

と作品 

事前学習 
プリントのクレイン、ノリス、ロンドン、ド
ライサーを読み込んで、疑問点を調べてお
く。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第７回 
ロスト・ジェネレーションの文学：第 1次世界大戦後の

失われた世代の作家と作品 

事前学習 
プリントのフィッツジェラルド、フォークナ
ー、ヘミングウェイを読み込んで、疑問点を
調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第８回 社会参加の文学：社会小説の作家と作品 
事前学習 

プリントのウルフ、スタインベックを読み込
んで、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第９回 
第 2次世界大戦後の文学：戦争小説と南部の小説の作家

と作品 

事前学習 
プリントのメイラー、カポーティを読み込ん
で、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第１０回 
エスニックの文学：アフロ・アメリカンの作家と作品、

ユダヤ系の作家と作品 

事前学習 
プリントのライト、ウォーカー、ベロウを読
み込んで、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第１１回 
ニューヨーカー派の文学：週刊誌『ニューヨーカー』か

ら生まれた作家と作品 

事前学習 
プリントのサリンジャー、アップダイクを読
み込んで、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第１２回 
ビート・ジェネレーションの文学：ビート・ジェネレー

ションの作家と作品、亡命・国外離脱の作家と作品 

事前学習 
プリントのキージー、ナバコフを読み込ん
で、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第１３回 ポストモダニズムの文学：前衛・実験的な作家と作品 
事前学習 

プリントのバース、ヴォネガット、バーセル
ミを読み込んで、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第１４回 ミニマリズムの文学：ニュー・リアリズムの作家と作品 
事前学習 

プリントのカーヴァー、ビーティ、メイソン
を読み込んで、疑問点を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し、誤解、理解不足を正し、
疑問点を明らかにして、理解を深める。 

第１５回 まとめ、レポートを書くための要点と諸注意 
事前学習 

プリントと参考書の必要な箇所を読み、レポ
ートを書く準備をする。 

事後学習 
レポートを書く要点と諸注意を確認して、レ
ポートを書き進める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育カリキュラム論／保育・教育課程論 （2単位） 

３．科目番号 

SSOT3404 

SCOT3404 

SJMP3134 ２．授業担当教員 関口 はつ江 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育所保育、幼稚園教育の目的と方法の基本を確認し、保育課程・教育課程の意義を示し、その編成の仕方

を実際の子どもの発達、生活に照らしながら理解するようにする。保育は子どもの自発的な興味関心や個人
差に応じて実践することを踏まえ、保育・教育課程と指導計画との質的差異を理解し、保育者の教育的意図
を子どもの主体的な生活の中にどう反映したらよいかが具体的に分るように、実例によって示す。さらに、

実践においては子どもの実態に対応しながら計画の修正をどのようにするか、一日の保育の評価反省をどう
するかを扱いながら、保育における計画性と偶発性の双方の意味の理解を深める。ボトムアップによる計画
作成の方法を長期指導計画と短期指導計画との関連から理解するようにする。以上を通して、保育所保育指

針、幼稚園教育要領等に示されている保育課程・教育課程、指導計画の考え方を正しく理解し、実践に結び
つける力を養う。  

８．学習目標 

１カリキュラムについての基礎的理解ができるようになる。 
２保育における計画―実践―評価（反省）の関係を理解できるようになる。 
３保育課程、教育課程と指導計画との関係、および長期指導計画と短期指導計画の関係を理解し、実践に結
びつけることが出来るようになる。 

４長期指導計画、短期指導計画の立て方が分かり、一日の指導計画を作成する。 
５保育実践の反省の仕方がわかり、計画の修正への過程を理解できるようになる。 
６子どもの発達の把握と指導要録、保育児童要録の意義と書き方を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容に関して、毎回ワークシートを作成します。提出日は指示します。 
レポート課題 
１．長期指導計画モデルから短期指導計画の作成 
２．実践例についての考察と次の計画への活かし方についてのレポート 

３．指導計画の形式について調べ、長所短所を考察する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
資料配布 
【参考書】 
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。 
関口はつ江編著『保育の基本を培う保育原理』萌文書林。 

幼稚園教育要領、幼稚園教育要領解（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 

（平成 29 年 3 月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
１保育、教育課程の目的内容及び、保育計画、指導計画の必要性を理解する。 
２長期の指導計画、短期の指導計画の作成法と両者の関係を理解する。 
３保育所、幼稚園の園行事や日常の指導計画の手続きを理解することができる。 
４実際に短期指導計画を作成できる。 

○評定の方法 

授業への参加度３０％、小レポート・中間課題３０％、期末レポート課題４０％として総合的に判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

保育士必修科目であり、授業中のマナー、意欲、教育者（保育者）としての考え方などを大切にしたいと思

います。保育の計画は子どもの生活に根ざしています。自然環境、伝統行事などへの関心も深めましょう。 

13．オフィスアワー 後日提示します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 保育・教育におけるカリキュラムの必要性 
事前学習 

保育所保育指針・幼稚園教育要領における教育課程の
考え方復習 

事後学習 子どもの生活とカリキュラムの関係の確認 

第２回 
保育所保育指針・幼稚園教育における計画の
考え方 

事前学習 
多様なカリキュラムの考え方があることについて資料
で予習 

事後学習 教育要領、保育指針と教育課程意との関連を理解する 

第３回 
小学校教育に教育課程教育方法と幼児教育・
保育における教育課程。保育方法 

事前学習 小学校教育と幼児期の保育との異同の理解 

事後学習 教育の系統性と生活性の確認 

第４回 
保育内容と保育・教育課程、保育・教育課程の
編成の仕方 

事前学習 「保育内容」と教科の違いについての予習 

事後学習 保育・教育課程の作成形式と内容の復習（事例の考察） 

第５回 
保育・教育課程から長期指導計画の作成（年間
計画と月案） 

事前学習 事例から長期指導計画例の目的内容の予習 

事後学習 
保育・教育課程と長期指導計画との違い、計画の実行性
を確認 

第６回 長期指導計画から短期指導計画の作成（週案） 
事前学習 事例から短期指導計画の目的内容を確認する 

事後学習 
長期と短期の指導計画の違いの復習。短期計画の具体
性を理解 

第７回 短期指導計画の展開（週案から日案へ） 
事前学習 週案の例から週案の目的内容の予習 

事後学習 
週案から日案作成法の復習。子どもの実態に即するこ
とを確認 

第８回 計画と実践との関係（月の保育の例を通して） 
事前学習 行事を例にして長期計画と実践の関係について予習 

事後学習 計画の修正の仕方を確認 

第９回 計画と実践との関係（1日の保育を通して） 
事前学習 短期計画と実践の関係を遊びの事例で予習 

事後学習 週案から日案作成（課題） 



 

 

第１０回 
保育の評価・反省の仕方 
（子どもの経験から、保育の目標から、保育者
の指導法等から） 

事前学習 保育の評価・反省のしかたについて教科書で予習 

事後学習 事例からの反省（課題） 

第１１回 
計画－実践―反省―計画 のサイクル（反省
の活かし方）。カリキュラムの評価、改善の意
義理解 

事前学習 記録、反省、計画の関連を教科書で予習 

事後学習 事例からの演習 

第１２回 
カリキュラムの振り返りと幼児指導要録、保
育所児童保育要録の意義と書き方 

事前学習 指導要録、児童保育要録の目的内容形式の確認 

事後学習 指導要領の書き方の事例評価 

第１３回 
カリキュラムの基本に基づいて、事例または
課題による指導案作成例の発表・討論 

事前学習 指導案作成 

事後学習 指導案修正 

第１４回 教材別保育展開事例研究 
事前学習 同一教材の年齢別活動例の学習 

事後学習 活動事例についての評価 

第１５回 
まとめ（保育における計画と実践、幼小連携等
からのカリキュラム・マネジメントの重要性
の確認） 

事前学習 
子どもの実態と保育のねらい、目標との関係について
の考え方をまとめる 

事後学習 保育におけるカリキュラムの意味をまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育者・教師論／保育士・教師論（2 単位） 

３．科目番号 JNGM1404 

２．授業担当教員 坂本 真理子 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

乳幼児期が人間形成の基礎としてきわめて重要な意味をもつことは、今日ますます強調されている。その乳

幼児期に関わる人的環境として保育者の存在は非常に重要である。保育者に求められる役割や資質・能力、

保育者の職務内容や組織の一員としての保育者の在り方等について、保育原理を基本にしてより深く学ぶ。

また、現代社会が求めている幼保小連携や障害児保育・統合保育などについても理解する。 

８．学習目標 

1.保育者の専門性について理解し、説明できるようになる。 

2.保育者の職務内容や職務への取り組み方について理解し、説明できるようになる。 

3.現代社会における保育ニーズについて理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート 

自分の長所・短所を述べ、将来どの様な保育者になりたいか考察しまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

汐見稔幸・大豆生田啓友編 新しい保育講座２『保育者論』 ミネルヴァ書房 

【参考書】文部科学省『幼稚園教育要領』 

     厚生労働省『保育所保育指針』 

     内閣府･文部科学省･厚生労働省『幼保連携型人的こども園 教育･保育要領』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.保育者の専門性について理解し、具体的に説明できるようになったか。 

2.保育者の職務内容や職務への取り組み方について理解し、具体的に説明できるようになったか。 

3.現代社会における保育ニーズについて理解し、具体的に説明できるようになったか。 

○評定の方法 

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

１．授業への取り組み姿勢 総合点の２０％ 

２．授業内での課題提出 総合点の３０％ 

３．期末レポート 総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育者の意義および役割、職務内容に関する知識について理解を深め、保育者に対する自らの適性を考察す

るとともに、自分を振り返りながら保育者への意欲や自覚を養いましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
－保育・教育とは－ 

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

事後学習 
シラバス全体に目を通し授業計画を確認してお

く。 

第２回 保育者の仕事―保育者の一日を知るー 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 保育者の様々な一日の仕事を理解する。 

第３回 保育という仕事の実態① 
事前学習 免許、資格要件を調べておく。 

事後学習 保育者の在り方を確認する。 

第４回 保育という仕事の実態② 
事前学習 

園生活に必要な保育者の仕事について調べてお
く。 

事後学習 保育者の仕事の意味、内容を理解する。 

第５回 保育者の役割 

事前学習 
現代の子どもの生活から特に必要な保育者の役
割を調べておく。 

事後学習 
子どもと共に生活する保育者の大切な役割につ

いて理解する。 

第６回 保育者の倫理 

事前学習 関連法律の予習をしておく。 

事後学習 
保育をする上で大切な倫理について、倫理綱領を

もとに考察する。 

第７回 職務内容の理解① 
事前学習 関連法律の予習をしておく。 

事後学習 現在の福祉関連制度の確認をする。 

第８回 職務内容の理解① 
事前学習 関連法律の予習をしておく。 

事後学習 現在の学校制度の確認をする。 

第９回 保育者の専門性－保育者に求められる能力－ 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
事例から求められる保育者の姿について理解す

る。 

第１０回 保育者の専門性－保育の実践と自己評価－ 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
自分の持つ子ども観、保育観について改めて考え

たことをまとめる。 

第１１回 保育者の専門性－保育者としての成長と学び－ 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
保育者としての成長とともに培われていく専門

性についてまとめる。 

第１２回 地域の中の保育者の役割 

事前学習 地域の中での園の役割について調べておく。 

事後学習 
地域の中での園の役割や子育て支援について理

解する。 



 

 

第１３回 保育者に求められる幅広い資質 

事前学習 園の組織や役割について調べておく。 

事後学習 
専門職間の連携の仕方、幅広い資質についてまと

める。 

第１４回 保育の現状と今後の課題 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
現代保育の課題を理解し、保育者に求められる責

務について理解する。 

第１５回 振り返りとまとめ 

事前学習 
保育者の専門性、チームとしての保育職について
まとめる。 

事後学習 
授業で学んだことを踏まえ保育者の役割や専門

性についてまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT3481 

SCOT3481 

SJMP3251 ２．授業担当教員 山本 健志郎 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅰ（保育所）の意義･目的・内容・方法を理解する。児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育

士の役割を理解する。さらに実習課題の明確化、実習記録の意義・方法の理解、実習施設の理解を図る。指

導計画を立案し、実践に必要な準備を行う。実習後には、実習総括・評価を行い、新たな学習目標・課題を

明確化する。 

８．学習目標 

「保育実習指導Ⅰ（保育所）」が終了した時点で、下記目標の達成が期待される。 
１．児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育士の役割を明確にする。 

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

３．指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につける。 

４．演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することができる。 

５．保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、

実習に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得する。  

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント（宿題） 

1. 実習にむかうための心構えに関する課題 

2. 事務手続き等、実習に必要な書類に関する課題 

3. 実習記録に伴う記述に関する課題 

4. その他（授業内のワークシート、リフレクションシート） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】関口はつ江(編著)『学びをいかす 保育実習ハンドブック』大学図書出版、2018年。 

【教材】 東京福祉大学「保育実習の手引き」 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2.指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につけるか。 

○評定の方法 

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

1.授業態度 ５０％ 

2.各提出物 ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育実習に向けて、実習の意義、目的、内容、方法及び乳幼児の理解について学びます。保育実習は、保育

実践の現場に参加するという、とても重要な学びの機会です。その重要な学びをより豊かなものにするため

に実習での課題を明確にし、実習記録の意義や、保育所や施設の役割を理解できるようにします。大学での

学びを保育実践に繋げるか、現在の自分が子どもに保育するための課題は何かを知り、保育実習への不安を

期待に変えられるよう、実習生としての心得を身に付け、準備をしましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知いたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

保育実習の目標と内容 

実習の流れ及び実習施設との連絡、必要書類等につい

て。 

事前学習 

『学びをいかす 保育実習ハンドブック』

pp42-46,『実習の手引き』の「保育実習の内

容」pp.1-5を読む。 

事後学習 個人調査書、自己紹介書等の下書きと清書。 

第２回 実習課題を作成する 

事前学習 

なぜ保育士資格を取得したいのか、動機を明

確にするとともに、実習をとおして何を学び

たいかを明らかにする。 

事後学習 
自身の考えをリフレクションシートに記入

する。 

第３回 実習先について知る 
事前学習 

保育所・施設の特色や方針、地域性について

調べる 

事後学習 保育所概要について記入する。 

第４回 実習に向けての心構えと準備 

事前学習 
配布資料及び、『学びをいかす 保育実習ハ

ンドブック』p.50を読む。 

事後学習 

オリエンテーションまでの流れと留意事項、

持ち物（提出書類等）について確認し書き出

す。 

第５回 
実習で出会う子どもたち・保育場面を知る 

―DVDを視聴し、記録を書いてみるー 

事前学習 配布資料を読み、発達の流れを理解する。 

事後学習 
保育施設における一日の生活流れを場面ご

と捉え、書き出してみる。 

第６回 実習記録から保育を見る着眼点を学ぶ 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
資料の着眼点を意識し、時系列の記録を書

く。 



 

 

第７回 環境構成図を描く 

事前学習 配布資料の環境構成図を真似て描く。 

事後学習 
実習記録のどのような場面に環境構成図を

入れるか意識し、記録を真似て書く。 

第８回 
エピソード記録を書く 

―DVDを視聴し、記録を書いてみるー 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
日常生活で見かけた子ども一場面を切り取

り、記録してみる。 

第９回 
一日のまとめと振り返りを書く 

―DVDを視聴し、記録を書いてみるー 

事前学習 
配布資料と『学びをいかす 保育実習ハンド

ブック』pp.51-58を読んでくる。 

事後学習 文の構成を考え、見本を参考に書く。 

第１０回 指導計画の作成とアレンジの考え方 

事前学習 
配布資料と『学びをいかす 保育実習ハンド

ブック』pp.59-67を読んでくる。 

事後学習 
対象年齢と部分実習で何をしたいかを考え

る。 

第１１回 指導計画の作成 

事前学習 取り組みたい部分実習について準備する。 

事後学習 
作成した部分実習について、対象を変えてア

レンジしてみる。 

第１２回 教材を使った自己紹介と部分実習 

事前学習 どんな自己紹介をしたいか考える。 

事後学習 
自分の得意分野から、自己紹介や部分実習に

つかえるものを準備する。 

第１３回 グループごと、自己紹介や部分実習の模擬保育をする 

事前学習 自己紹介、模擬保育の発表準備をする。 

事後学習 
他者の発表内容を参考に、自身の改善点に取

り組む。 

第１４回 保育実習に向けて自分の課題を見つけ解決する 
事前学習 

保育実習の不安なことや自分に足りないこ

とを書きだす。 

事後学習 自分の課題を解決するための準備をする。 

第１５回 
授業のまとめ 

実習施設へのお礼状 

事前学習 

事務手続き、持ち物、実習記録、教材準備等

を確認し、足りないもの、準備不足がないか

確認する。 

事後学習 
実習をとおして学びたいこと、身に付けたい

専門性について、レポートにまとめる。 

  



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育実習指導Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 

SSOT3481 

SCOT3481 

SJMP3251 ２．授業担当教員 関 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅰ（保育所）の意義･目的・内容・方法を理解する。児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育

士の役割を理解する。さらに実習課題の明確化、実習記録の意義・方法の理解、実習施設の理解を図る。指

導計画を立案し、実践に必要な準備を行う。実習後には、実習総括・評価を行い、新たな学習目標・課題を

明確化する。 

８．学習目標 

「保育実習指導Ⅰ（保育所）」が終了した時点で、下記目標の達成が期待される。 
１．児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育士の役割を明確にする。 

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

３．指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につける。 

４．演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することができる。 

５．保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、

実習に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得する。  

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント（宿題） 

１． 実習に向かうための心構えに関する課題 

２． 事務手続き等、実習に必要な書類に関する課題 

３． 実習記録に伴う記述に関する課題 

４．その他（授業内のワークシート、リフレクションシート） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『保育者になる人のための実習ガイドブック A to Z』名須川知子監修 萌文書林、2020年 

【教材】 東京福祉大学「保育実習の手引き」 

【参考資料】関口はつ江(編著)『学びをいかす 保育実習ハンドブック』大学図書出版、2018年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2.指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につけるか。 

○評定の方法 

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

1.授業態度 ５０％ 

2.各提出物 ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

これから予定されている保育実習に向けて、実習の意義、目的、内容、方法及び乳幼児の理解について学び

ます。さらに、実習課題を明確にし、実習記録の意義、保育所や施設の役割を理解できるようにします。 

保育実習は、子どもたちが生活する場に行き、子ども、保護者、保育者、保育施設につながる様々な方とか

かわり、保育実践に参加するという大変重要な学びの機会です。大学での学びを保育現場でどのように生か

すか、現在の自分の課題を見出し、不安を明確にし、実習開始までにのスケジュールをたてましょう。毎回、

保育現場に立つ自分をイメージし、実習生としての心得を身に付けながら、準備を進めていきましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知いたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

保育実習の目標と内容 

実習の流れ及び実習施設との連絡、必要書類等につい

て。 

事前学習 
『実習の手引き』の「保育実習の内容」pp.1-

5を読む。 

事後学習 個人調査書、自己紹介書等の下書きと清書 

第２回 実習課題を作成する 

事前学習 

なぜ保育士資格を取得したいのか、動機を明

確にするとともに、実習をとおして何を学び

たいかを明らかにする。 

事後学習 
課題を明確にし、リフレクションシートに記

入する。 

第３回 実習先について知る 
事前学習 

保育所・施設の特色や方針、地域性について

調べる 

事後学習 保育所概要について記入する 

第４回 実習に向けての心構えと準備 

事前学習 
「保育実習の手引き」を読み、実習先と実習

生の心構えについて理解する。 

事後学習 

オリエンテーションまでの流れと留意事項、

持ち物（提出書類等）について確認し書き出

す。 

第５回 
実習で出会う子どもたち・保育場面を知る 

―DVDを視聴し、記録を書いてみるー 

事前学習 配布資料を読み、発達の流れを理解する 

事後学習 
保育施設における一日の生活流れを場面ご

と捉え、書き出してみる。 

第６回 実習記録から保育を見る着眼点を学ぶ 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 資料の着眼点を意識し、時系列の記録を書く 



 

 

第７回 環境構成図を描く 

事前学習 配布資料の環境構成図を真似て描く。 

事後学習 
実習記録のどのような場面に環境構成図を

入れるか意識し、記録を真似て書く。 

第８回 
エピソード記録を書く 

―DVDを視聴し、記録を書いてみるー 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
日常生活で見かけた子ども一場面を切り取

り、記録してみる。 

第９回 
一日のまとめと振り返りを書く 

記録を書いてみるー 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 配布資料を読む 

第１０回 指導計画の作成とアレンジの考え方 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 

部分実習では、対象年齢児の興味や発達を考

え、どんなことができるか、何がしたいかを

考えてくる。 

第１１回 指導計画の作成 

事前学習 取り組みたい部分実習について準備する。 

事後学習 
作成した部分実習について、対象を変えてア

レンジしてみる。 

第１２回 

教材を使った自己紹介と部分実習 

グループごと発表する 

自己紹介と部分実習の模擬保育をする 

事前学習 
どんな自己紹介、部分実習をしたいかを考

え、発表の準備をする。 

事後学習 

他者の発表内容を参考に、自身の改善点に取

り組む。自分の得意分野から、自己紹介や部

分実習につかえるものを準備する。 

第１３回 
グループごと発表する 

自己紹介と部分実習の模擬保育をする 

事前学習 自己紹介、模擬保育の発表準備をする。 

事後学習 
他者の発表内容を参考に、自身の改善点に取

り組む。 

第１４回 ―先輩の実習体験から学ぶー 

事前学習 
実習に対する不安や質問事項について書き

出してくる。 

事後学習 
不安や質問事項に対する対処方法や準備に

ついてまとめる。 

第１５回 
授業のまとめ 

実習施設へのお礼状 

事前学習 

事務手続き、持ち物、実習記録、教材準備等

を確認し、足りないもの、準備不足がないか

確認する。 

事後学習 
実習をとおして学びたいこと、身に付けたい

専門性について、レポートにまとめる。 

 



１．科目名（単位数） 保育実践演習 （2単位） 

３．科目番号 

SSOT4497 

SCOT4497 

SJMP4271 ２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 
演習  

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育児童専門演習とつなげて、通年で修得すること 

７．講義概要 

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

って指導教員のもとで主体的に学習する。 

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

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

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

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

が想定される。最後に研究報告書、実践報告書の作成並びに発表会を行う。 

８．学習目標 

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

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

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

たり、自己表現をするとともに、実践現場への適応力を養う。 

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

５ 個性を十分に発揮し、創造性を養う。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

グループによって活動目的、経過が異なるので、担当教員に任される。 

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】各担当者によって提示される。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

たり、自己表現をするとともに、実践現場への適応力を養う。 

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

５ 個性を十分に発揮し、創造性を養う。 

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

○評定の方法 

成績評価の規準１～６についての達成度を以下の方法により評価する。 

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

に評価する。（50％） 

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

学生生活最後の学期です。存分に自己発揮して、充実した活動をしてください。 

仲間や教員とのコミュニケーションを大事にしましょう。 

13．オフィスアワー 各担当者によって提示される。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 

第１回 
幼児体育関連分野 

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

第２回 

造形、表現関連分野 

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

ても造形表現の立場から考える。 

第３回 

音楽、表現分野 

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

プサートによる音楽劇、創作手遊び、曲集作りなどを行う。 

第４回 

保育理論分野 

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

ドワークをする。 

第５回 
保育実践分野 

保育の「目的」（保育方針）、「保育内容」、「方法」、「教材研究」等保育実践に関する具体的学習活動をする。 

第６回 
児童福祉分野 

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



第７回 
保育心理分野 

幼児の発達に即した保育実践法や保育のあり方等、現場体験を加えて発達と保育の理解を深める。 

第８回 

障害児保育、特別支援分野 

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

形態に触れながら、実践的なスキルを学習する。 

第９回 

小児保健分野 

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

救急看護、咀嚼力向上、歯科保健など）として、保育所、幼稚園、地方自治体などの取り組み等文献調査や実態調査を

行う。 

第１０回 
保育にかかわる関連分野 

幼小連携、学童保育、子育て支援などの諸問題に関する文献及び現場での体験的学習。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育者論 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1106 

２．授業担当教員 坂本 真理子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

１保育者の役割と倫理について理解する。 

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

５保育者の専門的成長について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート 

自分の長所・短所を述べ、将来どの様な保育者になりたいか考察しまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

汐見稔幸・大豆生田啓友編 新しい保育講座２『保育者論』 ミネルヴァ書房 

【参考書】文部科学省『幼稚園教育要領』 

     厚生労働省『保育所保育指針』 

     内閣府･文部科学省･厚生労働省『幼保連携型人的こども園 教育･保育要領』  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.保育者の役割と倫理について理解しているか。 
2.保育者の制度的な位置づけを理解しているか。 
3.保育者の専門性について考察し、理解しているか。 

○評定の方法 
授業への積極的参加態度、小課題への取り組み、レポート、小試験を適宜課し、それらを総合して評価する。 
1 授業への積極的参加  総合点の 30％ 

2各提出物        総合点の 30％ 
3 小試験        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育者の意義および役割、職務内容に関する知識について理解を深め、保育者に対する自らの適性を考察す

るとともに、自分を振り返りながら保育者への意欲や自覚を養いましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、 
保育・教育とは 

事前学習 
自分の幼児期の体験を資料として保育とはどの様なこと
か考えておく。 

事後学習 シラバス全体に目を通し授業計画を確認しておく。 

第２回 
保育者の仕事―保育者の一日を知るー 
 
 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 保育者の様々な一日の仕事を理解する。 

第３回 
保育という仕事の実態① 
 
 

事前学習 免許、資格要件を調べておく。 

事後学習 保育者の在り方を確認する。 

第４回 
保育という仕事の実態② 
 

事前学習 園生活に必要な保育者の仕事について調べておく。 

事後学習 保育者の仕事の意味、内容を理解する。 

第５回 

 
保育者の役割 
 
 

事前学習 
現代の子どもの生活から特に必要な保育者の役割を調べ
ておく。 

事後学習 
子どもと共に生活する保育者の大切な役割について理解

する。 

第６回 
保育者の倫理 
 
 

事前学習 関連法律の予習をしておく。 

事後学習 
保育をする上で大切な倫理について、倫理綱領をもとに

考察する。 

第７回 
職務内容の理解① 
 
 

事前学習 関連法律の予習をしておく。 

事後学習 現在の福祉関連制度の確認をする。 

第８回 
職務内容の理解① 
 
 

事前学習 関連法律の予習をしておく。 

事後学習 現在の学校制度の確認をする。 

第９回 
保育者の専門性－保育者に求められる能力
－ 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 事例から求められる保育者の姿について理解する。 

第１０回 
保育者の専門性－保育の実践と自己評価－ 
 
 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
自分の持つ子ども観、保育観について改めて考えたこと

をまとめる。 

第１１回 
保育者の専門性－保育者としての成長と学
び 
 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
保育者としての成長とともに培われていく専門性につい

てまとめる。 



 

 

 

第１２回 地域の中の保育者の役割 
事前学習 地域の中での園の役割について調べておく。 

事後学習 地域の中での園の役割や子育て支援について理解する。 

第１３回 保育者に求められる幅広い資質 
事前学習 園の組織や役割について調べておく。 

事後学習 専門職間の連携の仕方、幅広い資質についてまとめる。 

第１４回 保育の現状と今後の課題 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
現代保育の課題を理解し、保育者に求められる責務につ

いて理解する。 

第１５回 振り返りとまとめ 

事前学習 
保育者の専門性、チームとしての保育職についてまとめ
る。 

事後学習 
授業で学んだことを踏まえ保育者の役割や専門性につい

てまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育者論 （2単位） 

３．科目番号 

SSOT1401 

SCOT1401 

SJMP1106 ２．授業担当教員 鈴木 美子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

現代の経済社会・生活環境の著しい変化の中で育つ子ども達の問題を見据えて、乳幼児を保育する専門家と
しての役割の重要性に気づき、保育者の資質を身に付けられるようにする。家庭保育や集団保育の実践と関

連して学び、どちらにおいても、子どもの気持ちを受容し、子どもと共に絶えず先の方向を洞察してふるま
える自分を育てることが必要になる。現代の子どもの育ちの危機を理解し、保育者の専門性について、子ど
も個々のかかわりから、保護者支援、専門職間・専門機関との連携など、様々な人間関係における協働を理

解する。 

８．学習目標 

１保育者の役割と倫理について理解する。 

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

５保育者の専門的成長について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート 

「保育とは,保育者とは,幼児とは」について理解し、保育の専門性と幼児の育ちを支える保育者の在り方を

述べる。レポートをまとめることによって自分が保育をどのようにとらえていたかを自覚し、この科目の学

びを深めるとともに、職業選択を進める契機とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
プリントを配付します。 

【参考書】 
小田豊他編著『保育者論』北大路書房、2012。 
秋民言編『改定 保育者論 第２版』建帛社、2010。 

大場幸男企画『保育者論』萌文書林、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1.保育者の役割と倫理について理解しているか。 

2.保育者の制度的な位置づけを理解しているか。 
3.保育者の専門性について考察し、理解しているか。 
○評定の方法 

授業への積極的参加態度、小課題への取り組み、レポート、小試験を適宜課し、それらを総合して評価する。 
1 授業への積極的参加  総合点の 30％ 
2各提出物        総合点の 30％ 

3 小試験        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

てください。将来の保育者としての自分の姿を想像して、目標を設け努力してください。 

１ 授業のルールを守る。（遅刻、欠席をしない） 

２ 私語はしない。 

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、保育者の資質とは 

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

事後学習 
保育者の資質について体験からの自覚と理論との関連を

考える 

第２回 
専門職とは何か、保育専門職の特質と他の
専門職との違い 

事前学習 専門職の定義を調べ、専門性について考えておく 

事後学習 乳幼児の教育・保育の専門家の特性を理解する 

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

事後学習 保育者の在り方を確認する 

第４回 現代における保育者の使命と役割 
事前学習 

現代の子どもの生活から特に必要な役割を参考書から調
べておく 

事後学習 保育者役割の具体事例として理解する 

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

事前学習 免許、資格要件を調べておく 

事後学習 職務の意味を確認する 

第６回 
保育の制度（学校教育法、幼稚園教育要領、
幼稚園設置基準） 

事前学習 関連法律の予習をしておく 

事後学習 現在の学校制度の確認をする 

第７回 
保育の制度（児童福祉法、保育所保育指針、
認定こども園法、他） 

事前学習 関連法律の予習をしておく 

事後学習 現在の福祉関連制度の確認をする 

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

事後学習 実践事例の再検討、振り返りをする 

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

事後学習 実践事例の振り返りをする 

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

事後学習 実践事例の振り返りをする 

第１１回 保育の歴史と代表的な人物 世界 

事前学習 参考書から世界の保育の歴史を調べておく 

事後学習 
代表人物の思想と実践、現代への影響について復習をす

る 

第１２回 保育の歴史と代表的な人物 日本 事前学習 参考書から我が国の保育の歴史を調べておく 



 

 

事後学習 
代表的人物の思想と実践、現在への影響について復習を

する 

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

事前学習 園の組織や役割について調べておく 

事後学習 専門職間の連携の仕方についてまとめる 

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

事後学習 専門性向上のための方策のレポートを提出する 

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

事前学習 
保育者の専門性、チームとしての保育職についてまとめ
る。 

事後学習 今後の学習課題のまとめを提出する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（健康） （2単位） 

３．科目番号 

SSOT2412 

SCOT2412 

SJMP1131 

SJMP2131 

JNNT1106 

２．授業担当教員 中村 裕 

４．授業形態 
配布資料による質疑応答形式およびグループディスカッショ

ンを主とした授業を行う。 
５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「子どもの保健」との関連性がもて、理解が深まる。 

７．講義概要 

保育内容を構成する領域「健康」について理解し、乳幼児の健康な心身の発達に及ぼす保育の可能性につい

て学ぶ。健康な生活および健康への関心について幼児に理解させる保育活動になるための支援の仕方、安全

教育や積極的な身体活動への援助について理解する。保育の全体構造における保育内容「健康」に関して総

合的に指導や援助が行えるよう、具体的な実践例を通して健康の内容やその他領域を総合的な展開の仕方に

ついて修得する。 

８．学習目標 

1. 幼児期の発育・発達を理解し、認識や思考を学び、自ら考え、問題解決できる力を身につける指導を、

保育活動で実践できるようにする。 
2. 幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育･保育要領における健康領域の「ねらい」「内容」につ

いて理解、習得して実践的な保育活動ができるようにする。  

3.  指導案の構成を理解出来、具体的な保育を想定した指導案を作成する。 
4.  自ら作成した指導案の基、模擬保育を行い、保育を改善する視点を身につける。   

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

子どもの健康に関する資料（各テーマ：発達、外遊び、健康増進、安全指導等）を配布し、保育者としての

立場から自分の考えについて述べる（発表およびレポート） 

発表後、またはレポート提出後、「課題」とし、グループごとにディスカッションをする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
新保育ライブラリ『保育内容 健康』「新版」北大路書房 

【参考書】 
『平成 29 年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領＜原本＞』チャ
イルド社 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. スモールテストや課題レポートを通じて乳幼児の健康や発達について理解出来たかを評価基準とする。 
2. 外あそびの重要性をテーマに指導案を作成し、積極的なディスカッションを行い発表できたか。 
3. レポートならびに期末試験に於いて、自分の意志や考え方を論理的に記述できたか。 

○評定の方法 
1. 課題レポート 30％ 
2. テーマ発表  20％ 

3. スモールテスト（毎時間）20％ 
4. 期末試験   30％       計 100％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

 健康は生活、活動の基本である。幼児期に健康的な生活習慣を身につけることは、将来の幸福な生活に向

けての基礎づくりともいえる。それにはまず、からだに対する興味や関心を持たせ、健康の意義を指導する

ことが大切である。また、乳幼児期は自分のからだを管理することは不可能に近いため、保育者の指導・援

助方法を学ぶことも不可欠である。本講義は子どもが健康な生活を送るために、必要なものは何か。何を身

につけるべきか。を学ぶことはもとより、保育者にとっての健康にも着目し、自らの生活習慣も振り返り、

保育者自身も健康であってほしいと願っている。 

 

 本講義は主にディスカッション形式で進める為、意見や考えを積極的に述べる授業参加を期待する。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
（領域健康のめざすもの及びねらいと内容の解説） 

事前学習 
領域健康の学習ノートを準備し講義に臨むこと 
領域健康のねらいと内容を確認する 

事後学習 領域健康のねらいと内容をまとめる 

第２回 
幼児の健康（健康の定義、健康状態の把握）など WHO
の健康の定義を踏まえた上で領域「健康」のねらい
や捉え方を考察する 

事前学習 「幼児にとって健康とは何か」についてまとめる 

事後学習 幼児の健康と健康の状態を復習する 

第３回 
幼児の発達理解（乳幼児の形態面の発達）と生理機
能の発達 

事前学習 教科書から発育発達、生理機能についてまとめる 

事後学習 形態面の発育、生理機能の発達についてまとめる 

第４回 
運動機能の発達（運動の発達、運動能力の発達）と
幼児の体格・運動能力の測定法 

事前学習 
資料から乳幼児の運動面の発達についてまとめ
る 

事後学習 
幼児の体格・運動能力の測定方法について実践し

てみる 

第５回 
幼児の遊びの発達と健康について（遊びの意義と遊
びの発達過程が人間関係や社会性の発達との関連
性が学童期に影響することを学ぶ） 

事前学習 
幼児の遊びの重要性を活動の総合性と自発性と
の関連でまとめる。自分の遊び体験を含める 

事後学習 
乳幼児にとっての遊びの重要性についての考え

方をまとめる 



 

 

第６回 
幼児の遊びの発達と健康（発達過程における幼児の
遊びの意味と変化がこれからの子どもの成長に与
える影響について） 

事前学習 伝承遊びの種類を調べる 

事後学習 
様々な運動遊びの方法とそこに含まれる多様な

ねらいをまとめる 

第７回 
幼児の体格・運動能力の現状と課題（新生児から幼
児の体格の把握と体力・運動能力の低下についての
問題を課題として教材になる文献を研究する） 

事前学習 幼児の体格や運動能力について調べ把握する 

事後学習 
幼児の体力の低下、運動能力の低下についての原

因と要因をまとめる 

第８回 

幼児の生活スタイルの現状と問題点（運動習慣、睡
眠、排泄、衣服の着脱、清潔、食育）1 日の園の生
活を踏まえて基本的生活習慣を身につけさせるた
めの学習指導案を作成し発表する 

事前学習 基本的生活習慣の問題点を調べる 

事後学習 
問題点について、どのような方法で改善できるか

まとめる 

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

事前学習 測定法について調べる 

事後学習 乳幼児の測定の意義をまとめる 

第１０回 

幼児の安全管理と安全教育（必要性、事故・障害の
発生状況）幼児の事故の原因と特徴 
最近起こりえた事故や事件のニュースを教材とし
て研究する 

事前学習 安全管理と安全教育を調べる 

事後学習 
幼児が事故に遭わないようにするためには保育

者のどのような配慮が必要かま とめる 

第１１回 
幼児がかかりやすい病気や感染症について資料や
文献からまとめ、現場での予防、対処、処置を考察
する 

事前学習 幼児のかかりやすい病気を調べる 

事後学習 
感染経路、予防、罹患したときの対処法をまとめ

る 

第１２回 
園の生活で頻度が高いケガの知識を習得し、現場で
必要な応急処置法を映像や実践で学ぶ 

事前学習 ケガの応急処置法を調べる 

事後学習 応急処置法で重要な点をまとめる 

第１３回 
重篤な応急処置として心肺蘇生法についてダミー
を使用して演習を行う。大人と幼児のやり方の違い
を把握する 

事前学習 心肺蘇生法について調べる 

事後学習 心肺蘇生法のやり方をまとめる 

第１４回 

模擬保育① 
3・4歳児の運動遊びの指導法の指導案を作成し模擬
保育を行う 
また、現場において情報機器や教材の効果的な活用
について考察する 

事前学習 3・4歳児の運動発達を理解して指導案を作成 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

第１５回 

模擬保育② 
5 歳児の運動遊び指導法の指導案を作成し模擬保育
を行う 
また、現場において情報機器や教材の効果的な活用
について考察する 

事前学習 5歳児の運動発達を理解して指導案を作成 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（言葉） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2134 

２．授業担当教員 柳 辰男 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、領域「言葉」の指導の基盤となる、幼児が豊かな言葉や表現を身につけ、想像する楽しさを広

げるために必要な基本的知識を身につける。乳幼児期の言葉の発達と言語環境の理論的理解を通して、乳幼
児期の豊かな心身の育ちを培うための保育者の役割を考察する。また、豊かな想像性と言語表現を促す児童
文化財について、理論と実践を通してその意義と価値を理解し、言葉に対する感覚を豊かにする教材や実践

に関する知識を身に付ける。 

８．学習目標 

1.領域「言葉」の内容と意味を理解する 

2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解する。 

3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の援助を理解する。 

4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、子どもの言葉を育てる保育実践の力を身につける。 

5.言葉をめぐる現代社会の現状と課題を理解し、保育者の役割の理解を深める。 

6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を 

考察し、実践力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント（宿題）は、保育者としての基礎的知識教養及び保育計画を表現する表現方法を身に付けるた
めに以下の課題を実践演習し提出する。 
 

＜提出課題＞ 
１．幼児向けの絵本を20冊以上読み、指導上必要な内容を書式に従って整理して提出する。 

２．幼児及び小学校低学年向けの絵本を1冊選び、その育材・教材研究、指導計画、展開の方法等を書式に従

って書いて提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

内藤知美・新井美保子（編著）『コンパス保育内容言葉』、2017 年 建帛社 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。 

【参考書】 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

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

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.領域「言葉」の内容と意味を理解し、説明することができる。 

2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解し、説明することができる。 

3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の役割を理解し、説明することができる。 

4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、授業発表等で実践することができた。 

5.人間にとっての言葉の意義や機能を理解し、言葉をめぐる現代社会の現状と課題を踏まえ、保育者の役割

の説明することができる。 

6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を保
育実践にむけて考察、立案することができる。 

○評定の方法 

１．授業態度と学習目標への到達度 

（積極的参加、課題への取り組みと提出、授業後の記述内容により加点） 40％  

２．提出課題 （絵本やわらべうた等の収集と教材ノートの作成）30％ 

３．期末試験 （言語発達や保育者の役割に関する筆記試験）または期末課題  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生の皆さんは、まだ実習体験をしている人は少なく、大部分の人は、乳幼児の言葉やコミュニケーシ

ョンのイメージがなく、保育指導における言葉の指導の大切さや具体的方法や技術が意識されていないであ
ろう。そこで、できるだけ、身近にいる乳幼児との接触をベビーシッターや幼稚園、保育所でのボランティ
アやアルバイト等を通して積極的にしてほしい。また、これからの保育所や幼稚園で実習している自分を想

定しその時の責任観と実践的技術や喜びを感じながら積極的に学んでほしい。 
 
そのために、次のことを、お互いに努力しよう。 

 
１．事前事後学習及び提出課題に誠実に取り組み、授業に積極的に参加すること。 
２．将来保育や教育等の仕事を志す者として、私語や不適切な眼差し等によって他の学習者の邪魔をしたり、

人権や人格を傷つけたりすることのないように努めること。 
３．質問、話し合い、感想・作品・宿題等の発表、実演ロールプレー練習等に照れたりふざけたりすること

なく誠実に積極的に参加し、自分を発揮すると共に他の人に役立つ役割を果たすこと。 

４．指導者の私は、授業の準備に努め、授業の開始終了時刻を厳守し、皆さんの質問や考えを誠実に受け止

め応えるよう努力するので、皆さんは積極的に話しかけてください。 

13．オフィスアワー 第１回目の授業時に連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 人間にとっての言葉の意義と機能 
事前学習 「言葉」からイメージすることを考えておく。 

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



 

 

第２回 現代社会における言葉をめぐる課題 

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

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

第３回 領域「言葉」のねらいと内容と基本的理解 
事前学習 

領域「言葉」のねらいと内容を読み、関心のある箇
所を探す。 

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

第４回 子どもの言葉の発達過程①（乳児期） 
事前学習 

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

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

第５回 子どもの言葉の発達過程②（幼児期） 
事前学習 

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

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

第６回 
コミュニケーションとしての言葉と書き言葉
（文字）との出会い 

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

事後学習 

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

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

事前学習 子どものつぶやきや会話の事例を整理しておく。 

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

第８回 

子どもにとっての児童文化財の歴史と意義（教

材研究）①絵本と紙芝居 

（情報機器及び教材の活用法について学ぶ） 

事前学習 
好きな絵本と紙芝居を用意し、ブックトークの準備
を行う。 

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

第９回 

言葉を育て想像する楽しさを広げる「児童文化

財」の実践と教材研究（演習） 

（情報機器及び教材の活用法について学ぶ） 

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

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

第１０回 指導案作成とグループ制作 
事前学習 

グループ毎に児童文化財を決め、指導案を作成し、
模擬保育の準備を行う。 

事後学習 
修正、改善を図り、模擬保育の発表にむけて準備を
整える。 

第１１回 
模擬保育の実施と評価 

保育における評価について考える 

事前学習 模擬保育の発表の準備を整える。 

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

第１２回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助

①乳児期 

事前学習 わらべうたについて調べ、発表の準備をする。 

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

第１３回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助

②幼児期 

事前学習 関心のある保育実践の記事を探し、準備する。 

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

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

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

第１５回 保幼小の接続と領域「言葉」 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（言葉） （2単位） 

３．科目番号 
JNNT1102 

SJMP2134 
２．授業担当教員 瑞穂 優 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、領域「言葉」の指導の基盤となる、幼児が豊かな言葉や表現を身につけ、想像する楽しさを
広げるために必要な基本的知識を身につける。乳幼児期の言葉の発達と言語環境の理論的理解を通して、
乳幼児期の豊かな心身の育ちを培うための保育者の役割を考察する。また、豊かな想像性と言語表現を促

す児童文化財について、理論と実践を通してその意義と価値を理解し、言葉に対する感覚を豊かにする教
材や実践に関する知識を身に付ける。 

８．学習目標 

1.領域「言葉」の内容と意味を理解する 
2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解する。 
3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の援助を理解する。 

4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、子どもの言葉を育てる保育実践の力を身につける。 
5.言葉をめぐる現代社会の現状と課題を理解し、保育者の役割の理解を深める。 
6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を 

考察し、実践力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

乳幼児の発達に適した絵本を調べ、「絵本ノート」を作成する。 

エプロンシアター・パネルシアター・パペット等の児童文化財の教材を作成し、発表する。 

言葉の発達とその遅れに関する知識を獲得する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

内藤知美・新井美保子（編著）『コンパス保育内容言葉 第２版』2017年 建帛社  
【参考書】 
保育所保育指針／幼稚園教育要領／幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 
1.領域「言葉」の内容と意味を理解し、説明することができる。 
2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解し、説明することができる。 

3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の役割を理解し、説明することができる。 
4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、授業発表等で実践することができた。 
5.人間にとっての言葉の意義や機能を理解し、言葉をめぐる現代社会の現状と課題を踏まえ、保育者の役

割の説明することができる。 
6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を
保育実践にむけて考察、立案することができる。 

○評定の方法 
１．授業態度と学習目標への到達度 
（積極的参加、課題への取り組みと提出、授業後の記述内容により加点） 40％  

２．提出課題 （絵本やわらべうた等の収集と教材ノートの作成）30％ 

３．期末試験 （言語発達や保育者の役割に関する筆記試験）30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人間にとって言葉はとても大きな役割を果たしています。子どもにとってもそれは同じですが、小さな子

どもは０から言葉を学習し、うまく言葉にすることができない経験をたくさん積んで発達しています。子
どもの発達を支える者として、子どもの言葉についてしっかり学習してほしいと思います。 
１．授業にきちんと出席する ２．私語は慎む ３．スマートフォンや携帯電話は鞄の中にしまう 

この３つは守ってください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業の概要とすすめ方 
事前学習 教科書の目次を読んでくる。 

事後学習 児童文化財の製作課題スケジュールを考えてくる。 

第２回 子どもにとっても言葉 
事前学習 教科書 第１章を読んでくる。 

事後学習 
言葉をめぐるワークショップを振り返り、まとめて
くる。 

第３回 領域「言葉」のねらいと内容 
事前学習 幼稚園教育要領の領域「言葉」を読んでくる。 

事後学習 領域「言葉」についての内容を確認しておく。 

第４回 ０、１歳児の言葉の発達と養育者との愛着 
事前学習 教科書 第２、３章を読んでくる。 

事後学習 
養育者との関係と言葉の結びつきについて理解して
おく。 

第５回 １、２歳児の言葉の発達と園での生活 
事前学習 教科書 第４、５章を読んでくる。 

事後学習 
３歳までの言葉の発達に関するワークシートを仕上
げてくる。 

第６回 ３歳以降の言葉の発達と仲間との関係 
事前学習 教科書 第６、７章、第８章１，２を読んでくる。 

事後学習 
３歳以降の言葉の発達に関するワークシートを仕上
げてくる。 

第７回 言葉の発達と小学校教育との連携 
事前学習 

教科書第８章３－５を読み、言葉と小学校の国語と
のつながりについて考えてくる。 

事後学習 
幼児期の言葉の発達への援助について振り返り、自
分の考えをまとめる。 

第８回 言葉の発達が気にかかる子どもたち 
事前学習 教科書 第１０章を読んでくる。 

事後学習 言葉の遅れに関するワークシートを仕上げてくる。 



 

 

第９回 児童文化財とは 
事前学習 教科書 第１２章、１３章を読んでくる。 

事後学習 製作したい児童文化財の題材を収集してくる。 

第１０回 言葉を育てる遊び 
事前学習 教科書 第１２章２，３、６，７を読んでくる。 

事後学習 わらべうたや手遊びをおさらいして習得する。 

第１１回 言葉を育てる絵本 
事前学習 教科書第１２章５、第１３章１を読んでくる。 

事後学習 絵本ノートを仕上げてくる。 

第１２回 
言葉を育てる読み聞かせ 

～読み聞かせを体験しよう～ 

事前学習 紹介したい絵本を探して、持参する。 

事後学習 読み聞かせ体験をまとめる。 

第１３回 
言葉を育む保育者の役割 

～児童文化財を用いた模擬保育指導案の作成～ 

事前学習 児童文化財を演じる準備をしてくる。 

事後学習 指導案を仕上げる。 

第１４回 児童文化財を使った模擬保育 
事前学習 発表に向けての準備をする。 

事後学習 発表のまとめをする。 

第１５回 まとめ 
事前学習 授業を振り返ってくる。 

事後学習 期末テストの準備 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（人間関係） （2単位） 

３．科目番号 

SSOT3413 

SCOT3413 

SJMP3132 ２．授業担当教員 瑞穂 優 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼児期において育みたい力のうち人間関係について，そのねらいと内容について学ぶ。子どもの人間関係

の発達過程の理解と共に，子どもたちの生活場面での人間関係がどのように広がり、深まっていくのか、

子ども、子ども集団，保育者、家庭、地域等を含めた人との関わりについて理解する。保育の全体構造の

なかで、子どもの人間関係の力を育む援助について，子どもの実際をみとる力，そこからねらいを見定め，

指導・援助の構想ができるようになること目指す。 

８．学習目標 

1. 幼稚園教育要領（幼保連携型認定子ども園教育・保育要領）に示されたねらい及び内容を理解し，説明

できる。 

2. 幼児期の人間関係の発達過程を理解し，説明できる。 

3. 子どもの人間関係の実態を見取り，実態からねらいを見出し，実践的な保育内容・活動の構想ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．ワークシート（授業で配布します）を仕上げて提出する。 
２．課題（事例）を読み、まとめる。 

３．テスト 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
無藤隆(監修)『新訂 事例で学ぶ保育内容 領域 人間関係』2018 萌文書林 

【参考書】 
文部科学省『幼稚園教育要領(平成 29年 3月告示)』フレーベル社 
文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領(平成 29年 3月告示)』フレーベル社 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 幼稚園教育要領（幼保連携型認定こども園教育・保育要領）に示されたねらい及び内容について説明で
きるか。 

2. 幼児期の人間関係の発達過程について説明できるか。 

3. 子どもの人間関係の実態を見取り，実態からねらいを見出し，実践的な保育内容・活動の構想ができる
か。 

○評定の方法 

1. レポート  総合点の 40％ 

2. 授業への参加態度（模擬保育を含む）  総合点の 30％ 

3. 試験（小テスト等）  総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人は生まれながらに「関係的な存在」であり、私たちは関係の中で生きています。自分によって相手が変

わり、相手がいるから自分が変わるということを認識しながら授業を受けてほしいと思います。 
１．授業にきちんと出席する ２．私語は慎む ３．スマートフォンや携帯電話は鞄の中にしまう 

この３つは守ってください。また、授業に必要なものの準備が不十分ということがないようにしてくださ

い。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
保育内容（人間関係）を学ぶ意義 

事前学習 シラバスを確認し，授業の準備をする 

事後学習 授業に必要な教材をそろえる 

第２回 「人間関係」のねらいと内容 
事前学習 要領、指針の人間関係のねらいと内容を読む 

事後学習 人間関係のねらいと内容を整理する 

第３回 
乳幼児期の人間関係の発達の理解（１） 
～０歳児の発達と愛着～ 

事前学習 ０歳までの発達の特徴を見直す 

事後学習 
０歳までの人間関係の発達の特徴をまとめ
る 

第４回 
乳幼児期の人間関係の発達の理解（２） 
１～３歳までの発達と信頼関係～ 

事前学習 １～３歳の発達の特徴を見直す 

事後学習 
１～３歳の人間関係の発達の特徴をまとめ
る 

第５回 
幼児期の人間関係の発達の理解 
３～５歳児の発達と子ども同士の関係 

事前学習 ３～５歳までの発達の特徴を見直す 

事後学習 
３～５歳の人間関係の発達の特徴をまとめ
る 

第６回 「人間関係」を育む保育者の関わり 
事前学習 教科書 第３章を読んでくる 

事後学習 
子ども同士をつなぐ保育者の援助のあり方
について考察する 

第７回 
「人間関係」を育む「遊び」の役割（１） 
～遊びの発達～ 

事前学習 教科書 第４章を読んでくる 

事後学習 「遊び」の発達についてまとめる 

第８回 
「人間関係」を育む「遊び」の役割（２） 
～遊びが培うもの～ 

事前学習 
自分が好きだった遊びを思い出し、その遊び
を繰り返し遊んだ理由を考える 

事後学習 
「遊び」が人間関係の発達にはたすやくわり
についてまとめる 



 

 

第９回 かかわりの難しい子どもへの支援 
事前学習 

かかわりの難しい子どもとはどんな子ども
か考えてくる 

事後学習 
かかわりの難しい子どもの特徴とかかわり
方についてまとめる 

第１０回 個と集団の育ち 
事前学習 教科書 第６章を読んでくる 

事後学習 
ひとりひとりが集団のなかで育つ意義につ
いてまとめる 

第１１回 子どもの育ちと親への支援 
事前学習 教科書 第８章を読んでくる 

事後学習 親への支援についてまとめる 

第１２回 
子どもの人間関係を育む活動を考える 
～指導案の作成～ 

事前学習 指導案の作成について予習してくる 

事後学習 指導案を作成する 

第１３回 
子どもの人間関係を育む活動を考える 
～グループワーク～ 

事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第１４回 子どもの人間関係を育む活動を考える：グループ発表 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第１５回 まとめ 

事前学習 これまでの授業をふりかえってくる 

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

 



 

 

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

３．科目番号 SJMP1135 

２．授業担当教員 林 麻由美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

乳幼児は日常生活や遊びの中で、イメージを自由に膨らませながら豊かな表現を見せてくれる。保育者には、

そのような乳幼児一人ひとりのあるがままの姿を捉え、意志のある「表」と無意識のうちに現れる内的変化

である「現」をそれぞれ大切に受け止めるための理解力を身につけることが必要である。 

本講義では、講義と演習を通して、乳幼児における表現の意味を理解し、表現の萌芽に気づき、その表現に

対し、適切に対応できる応答力を身につける。 

８．学習目標 

1．保育内容「表現」のねらいと内容について理解し、説明することができる。 
2．乳幼児の発達段階による「表現」の違いを理解し、説明することができる。 
3．自ら表現することにより、自己発見、自己認識を経て、保育者自身が豊かな表現者となるよう、自己表現
力を高める。 

4．乳幼児の「表現」を支える保育者の役割について理解し、説明することができる。 
5．乳幼児の「表現」を援助するための方法を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１. 授業内容に即して活動の準備 
２．教科書の読みとりとまとめ 
３．発表の準備と内容に関するレポートの提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
小林紀子・砂上史子・刑部育子編著新しい保育講座 11『保育内容「表現」』ミネルヴァ書房 2019。 
【参考書】 
無藤隆 監修『事例で学ぶ保育内容 領域表現』萌文書林。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
幼稚園教育要領、幼稚園教育要領（平成29年3月告示 文部科学省） 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1．保育内容「表現」が設定された背景及びねらい、内容について理解することができたか。 
2．自ら表現することにより、自己発見、自己認識を経て、自己表現力を高めることができたか。 
3．乳幼児の発達段階による「表現」の違いを理解し、説明することができるか。 
4．乳幼児の「表現」を支える保育者の役割について理解し、説明することができるか。 
5．乳幼児の「表現」を援助するための方法を身につけ、実践することができるか。 
○評定の方法 
①授業への取り組み・発表内容  総合評価の 40％ 
②提出物（レポートを含む）   総合評価の 30％ 
③筆記試験           総合評価の 30％ 
①から③までを総合的に評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

学習目標が達成できるよう努力しましょう。 
幼児理解を深め，未分化な幼児の表現活動を捉え，的確に援助できるようになりましょう。 
自らの表現力をみがきましょう。自然の美しさや日々の変化に気づく感受性を育てましょう。 

色々な文化的経験を積みましょう。 

13．オフィスアワー 授業内にて周知する。 

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（シラバス説明・授業概要） 
事前学習 教科書第１章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第２回 領域「表現」の誕生とそれ以前の保育内容について 
事前学習 教科書 pp.93～99を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第３回 領域「表現」のねらいと内容について① 
事前学習 教科書 pp.100～106を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第４回 領域「表現」のねらいと内容について② 
事前学習 教科書 pp.100～106を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第５回 乳幼児の発達と表現 
事前学習 教科書 pp.21～28を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第６回 季節を意識した平面制作とお話作り① 
事前学習 折り紙を折ることに慣れておく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第７回 季節を意識した平面制作とお話作り② 
事前学習 活動の準備。構想を練る。 

事後学習 制作とお話作りの振り返り。 

第８回 季節を意識した平面制作とお話の発表と振り返り 

事前学習 発表の準備。 

事後学習 
制作とお話作り、発表に関する振り返りを行

う。 

第９回 諸感覚を通しての感性と表現 
事前学習 教科書 pp.37～40を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１０回 音楽表現、身体表現（歌唱、リズム遊びなど） 
事前学習 歌唱に慣れておく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１１回 音楽表現、身体表現（音楽に合わせて身体を動かすなど） 
事前学習 ストレッチをしておく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１２回 子どもの表現を支える保育者の役割を考える。 
事前学習 教科書第 8章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 



 

 

第１３回 造形表現の教材と指導法 
事前学習 教科書第 11章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１４回 音楽表現の教材と指導法 
事前学習 教科書第 12章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１５回 まとめ（保育内容「表現」における今後の課題 
事前学習 教科書第 13章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育内容総論 （2単位） 

３．科目番号 SJMP2130 

２．授業担当教員 関口 はつ江 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育者として保育内容を考える際、保育内容の５領域や子どもの活動に対する理解は重要である。しかし、

子どもの実態に応じて保育を構想するためにはこれらの理解のみでは十分条件とはならない。これらに加え

て、養護と教育が一体的に展開する保育、環境を通して行う保育、遊びによる総合的な保育といった一連の

保育内容の展開に関する考え方への理解が深まることで、はじめて目の前の子どもの姿から具体的に保育を

構想することが可能となる。本講義の目的はここにあり、子どもの姿から保育を構想していく際に必要な考

え方を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

１．保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園保育・教育要領に基づいた現代の保育の全体的な構造

を理解し、説明できる。 

２．保育の歴史的変遷について学び、保育の基本及び保育内容について「保育の目標」、「子どもの発達」、

「保育の内容」を関連付けて説明できる。 

３．子どもの生活や遊びの総合性を理解し、保育内容を領域別に指導するのでは無く、相互関連性等を踏ま

えた総合的な指導の在り方を理解する。特に、各領域が発達を捉える視点であることを具体的に説明する

ことができる。 

４．子どもの発達の特性や発達過程を踏まえた観察や記録の観点を習得し、子ども理解を深める姿勢を身に

付ける。 

５．多様な保育展開について学び、子どもの育ちに相応しい保育を構想することができる。 

６．現代社会における様々な保育課題を知り、常に保育者としての資質と専門性の向上に努める姿勢を身に

付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第3回終了後と第11回終了後に小テスト、さらに期末試験を行います。   

授業中の事例考察の課題の提出があります。 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書 関口はつ江 岸井慶子編 「実践理解のための保育内容総論」大学図書出版  

平成 29年告示幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．授業に対する参加態度（授業に臨む姿勢、個別学習・グループ学習における課題への取り組み）は意欲

的であったか。 

２．提出物の期日は順守できたか、取り組みの内容は十分なものであったか。 

３．（試験）授業を踏まえて学習目標に示された内容が定着していたか。 

(レポート）テーマに沿って分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

○評定の方法 

１．授業態度 50% 

２．提出物とその内容 20% 

３．期末試験もしくは期末レポート 30%  

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、保育実践の具体的根拠となる保育内容を規定した幼稚園教育要領や保育指針を扱います。正

しく理解し、自分のものにするために、教科書、参考資料を丁寧に読んでください。 

13．オフィスアワー 授業時に知らせます。 

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 
幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園
教育・保育要領の理解 

事前学習 テキスト第１章、現行各法令の予習 

事後学習 現行法令が示すことの基本を理解する 

第２回 
現在の社会が求める保育の在り方～教育基本法、
学校教育法、児童福祉法、子ども子育て関連３法
等からの考察 

事前学習 テキスト第２章、関連法令を予習する 

事後学習 
子どもの主体的、自立的発達支援の重要性を確認す
る 

第３回 
幼稚園教育要領、保育所保育指針の変遷と社会的
背景理解 

事前学習 テキスト第３章予習 

事後学習 現在の保育内容の考え方を深める 

第４回 
生活の場としての保育施設の 1日の在り方～発達
段階による保育ニーズの違い 

事前学習 テキスト第５章予習 

事後学習 子どもにとっての園生活、遊びの理解 

第５回 
乳児期（０，１，２歳児）の保育の基本、保育内
容の考え方 

事前学習 テキスト第６章、８章予習 

事後学習 乳児の生活と保育内容の理解 



 

 

第６回 
3 歳児期の特徴と保育内容・保育活動１～３歳児
の遊びの姿と育ちの見方を中心に。 映像教材予定 

事前学習 テキスト第７章予習 

事後学習 ３歳児発達の姿と遊びへのかかわり 

第７回 
３歳児保育の特徴と保育内容・保育活動２～保育
の環境構成と指導計画を中心に 

事前学習 テキスト第９章予習 

事後学習 ３歳児の生活指導、保育環境、活動の見通し 

第８回 
４歳児期の特徴と保育内容・保育活動１～４歳児
の遊びの姿、集団関係を中心に。映像教材予定 

事前学習 テキスト第１０章の予習 

事後学習 ４歳児の遊びと子どもの経験 

第９回 
４歳児期の特徴と保育内容・保育活動２～保育の
環境構成と指導計画中心に 

事前学習 ４歳児の内面と育ちの姿の予習 

事後学習 ４歳児の指導、環境構成、活動の見通し 

第１０回 
５歳児期の特徴と保育内容・保育活動１～５歳児
の遊びによる学びのを中心に。映像教材予定 

事前学習 テキスト第１１章の予習 

事後学習 ５歳児の遊びと子どもの経験 

第１１回 
５歳児期の特徴と保育内容・保育活動２～５歳児
の育つ力と指導の要点を中心に 

事前学習 ５歳児の内面と育ちの姿の予習 

事後学習 ５歳児の指導、環境構成、活動の見通し 

第１２回 園の全体的活動や異年齢活動の意義・役割 

事前学習 テキスト第４章予習 

事後学習 多様な保育方法とその効果の理解 

第１３回 
園外保育、保護者参加、地域連携活動の意義・役
割 

事前学習 地域における保育の場の検討 

事後学習 地域連携、保護者参加の意義と保育方法理解 

第１４回 就学前教育のねらいと方法の基本 

事前学習 テキスト第１２章予習 

事後学習 幼児期に養う力と保育方法、保育内容との関連理解 

第１５回 
子どもの力の育成（育つことが望まれる資質や姿
と子どもの現在） 

事前学習 テキスト第１３章予習 

事後学習 
これからの社会を見通した幼児教育のねらいと内
容 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育の心理学／保育の心理学Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2406 

SCOT2406 

SJMP1111 ２．授業担当教員 長谷川 有香 

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 
特になし 

７．講義概要 

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

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

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

る理論や、その過程や特性、子どもの学びを支える保育のあり様などを学ぶ。 

８．学習目標 

①人間の発達プロセスに関する基本的な知識を理解し，説明できるようになる。 

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

③保育場面において子どもの発達を支える支援を，心理学の知見を用いて考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中に小テスト・小レポートを実施します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しない 

【資料・教材】授業にてプリントを配布します 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 人間の発達過程について説明することができるか 

2. 子どもの行動や現象ついて心理学の知見を用いて説明することができるか 

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度  総合点の 30％ 

2. 課題発表もしくはレポート 総合点の 30％ 

3. 小テスト         総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人が一生を通じてどのように成長・発達していくのかを学びます。子どもたちのことを学ぶだけでなく，自

分自身についての理解を深める機会にもしていただけたらと思います。 

13．オフィスアワー 初回授業で指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス 

事前学習 シラバスを確認する 

事後学習 
今後の授業内容について理解し，必要な教科

書や教材を準備する 

第２回 保育の心理学とは・発達とは 
事前学習 予習課題 1 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第３回 胎生期の発達 
事前学習 予習課題 2 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第４回 周産期 
事前学習 予習課題 3 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第５回 乳児期①運動発達 
事前学習 予習課題 4 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第６回 乳児期②知覚・認知の発達 
事前学習 予習課題 5 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第７回 乳児期③社会性の発達 
事前学習 予習課題 6 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第８回 幼児期①認知の発達 
事前学習 予習課題 7 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第９回 幼児期②社会性の発達 
事前学習 予習課題 8 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１０回 幼児期③体験ワーク 
事前学習 予習課題 9 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１１回 児童期①認知の発達 
事前学習 予習課題 10 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１２回 児童期②社会性の発達 
事前学習 予習課題 11 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１３回 青年期①自己の発達 
事前学習 予習課題 12 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１４回 青年期②問題行動 
事前学習 予習課題 13 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１５回 まとめとテスト 
事前学習 

これまでのレジュメを見直してテストの準

備をする 

事後学習 テストで解答できなかった点を見直す 

  



 

 

１．科目名（単位数） 保育表現技術演習 （2単位） 

３．科目番号 
JENT3419 

JNNT2419 
２．授業担当教員 林 麻由美 

４．授業形態 演習・グループ活動等 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 保育表現技術演習教科は保育における表現技術を学習し、保育に関する基礎理論、保育内容、保育技能

等、学習した知識・技能をこの保育表現技術の中で活かし、それらの体験を通して、保育における表現技

術をスキルアップし、総合的に深めていくことを目的としている。同時に保育者にもとめられる人間性の

醸成をはかっていくものである。 

８．学習目標 

1. 保育者には総合的な表現力（身体表現・言語表現・音楽表現・造形表現）を身につける。 

2. 子どもにとって「保育者は良いモデルになること」になるためにはどうすればよいかを習得する。 

3. 保育者は受容が大切であることを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．授業内容に即しての活動準備 

２．発表の準備 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】特になし。必要な資料は配布する。 

【参考書】改訂 幼稚園教諭・保育士養成課程『幼児のための音楽教育』教育芸術社 2018 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1．総合的な表現力を身につけたか 

2．保育者として必要な表現力について理解し，自身の表現技術を高めることができたか 

○評定の方法 

保育教材制作・実施計画書の作成 20％ 

保育教材実践プレゼンテーション 60％、 

振り返りシートの作成・授業への取り組み 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

学習目標が達成できるよう努力しましょう。保育者として必要な知識と表現技術を身につけましょう。 

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 オリエンテーション（シラバス説明・授業概要） 
事前学習 シラバスを確認しておく。 

事後学習 保育者表現技術の理解を深める。 

第２回 歌唱に基づいた表現技術①ドレミ唱と手遊び等 
事前学習 手遊びの練習 

事後学習 手遊びの復習 

第３回 
歌唱に基づいた表現技術②ヴォーカルアンサンブ

ル等 

事前学習 歌唱に慣れる。 

事後学習 授業の復習。 

第４回 「子どもの歌」の弾き歌い技術演習「アイアイ」 
事前学習 課題曲の片手練習、歌の練習をしておく。 

事後学習 授業の復習 

第５回 
「子どもの歌」の弾き歌い技術演習「おもちゃのチ

ャチャチャ」 

事前学習 課題曲の片手練習、歌の練習をしておく。 

事後学習 授業の復習。 

第６回 
「子どもの歌」の弾き歌い技術演習 リズム楽器を

取り入れた弾き歌いアンサンブル 

事前学習 課題曲のパート練習をしておく。 

事後学習 授業の復習。 

第７回 「子どもの歌」の弾き歌い技術演習まとめ 
事前学習 課題曲のパート練習をしておく。 

事後学習 授業の復習。振り返りシートの作成 

第８回 保育教材について 
事前学習 保育教材について調べる。 

事後学習 授業の復習 

第９回 エプロンシアターの演習① 台本を読む 
事前学習 台詞を読んでおく。 

事後学習 演じ方を復習する。挿入歌を覚える。 

第１０回 エプロンシアターの演習② 人形を使って演じる 
事前学習 台詞を読んでおく。 

事後学習 演じ方を復習する。挿入歌に振り付けをする。 

第１１回 エプロンシアターの演習③ 演じる練習 

事前学習 台詞を覚える。 

事後学習 
演じ方を復習するとともに挿入歌、振り付けを覚

える。 

第１２回 エプロンシアターの演習④ 台詞を覚えて演じる 
事前学習 

台詞、挿入歌、振り付けを覚え、演じ方の反復練習

をする。 

事後学習 演じ方を復習する。 

第１３回 エプロンシアター試演会 
事前学習 発表の準備 

事後学習 振り返りシートの作成 

第１４回 エプロンシアター試演会 
事前学習 発表の準備 

事後学習 振り返りシートの作成 

第１５回 保育表現技術演習のまとめ 
事前学習 保育表現技術の授業全体を通してのまとめ 

事後学習 保育表現技術の授業全体を通してのまとめ 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学Ⅱ（民法、行政法） （4 単位） 

３．科目番号 GELA2317 

２．授業担当教員 梶原 洋生 

４．授業形態 
講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッシ
ョン（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）を

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

１．条文や判例に基づいて法律を解釈できるようになる。 

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

なる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ 授業内でリアクションペーパーの提出を義務付け、理解習熟度の確認を行う。 

２ 課題レポートの提出を義務付ける。テーマは「債務不履行と訴訟について」を予定している。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

副田隆重他『ライフステージと法』最新版 有斐閣 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の２０％ 

２．期末試験             総合点の８０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉や教育に携わる者は、社会保障や教育制度に関する諸法令についての基礎知識を理解し、その具体

化を図るため、いわゆるリーガルマインドを習得する努力を日常から行ってください。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義の進め方、

勉強の仕方等）民法・総則 

－権利能力と行為能力－ 

事前学習 民法の定義を 200字以内でまとめる。 

事後学習 権利能力と行為能力のちがいについて 200字以内でまとめる。 

第２回 
民法・総則 

－法人と成年後見－ 

事前学習 法人には、どのようなものがあるか調べ、200字以内でまとめる。 

事後学習 成年被後見人制度について 200字以内でまとめる。 

第３回 
民法・総則 

－公序良俗について－ 

事前学習 公序良俗について 200字以内でまとめる。 

事後学習 法律行為の瑕疵について 200字以内でまとめる。 

第４回 
民法・総則 

－時効と代理－ 

事前学習 時効とはなにか調べ、200字以内でまとめる。 

事後学習 代理制度について 200字以内でまとめる。 

第５回 
民法・物権 

－物権とは－ 

事前学習 物権とはなにか調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 用益物権について 200字以内でまとめる。 

第６回 
民法・物権 

－登記とは－ 

事前学習 登記について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 担保物権について 200字以内でまとめる。 

第７回 
民法・債権 

－債権とは－ 

事前学習 債権とはなにか調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 債権の効力について 200字以内でまとめる。 

第８回 
民法・債権 

－典型契約－ 

事前学習 契約にはどのようなものがあるか調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 典型契約について 200字以内でまとめる。 

第９回 
民法・債権 

－債務不履行－ 

事前学習 債務不履行について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 事務管理・不当利得について 200字以内でまとめる。 

第１０回 
まとめ① 

－財産法の捉え方－ 

事前学習 これまでの授業を振りかえり、400字以内でまとめる。 

事後学習 民法の財産法の総復習をおこない、400字以内でまとめる 

第１１回 
民法・不法行為 

－損害賠償について－ 

事前学習 損害賠償について 200字以内でまとめる。 

事後学習 不法行為の成立要件についてまとめ 200字以内でまとめる。 

第１２回 
民法・不法行為 

－使用者責任について－ 

事前学習 使用者責任について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 過失責任と無過失責任について 200字以内でまとめる。 

第１３回 
民法・親族 

－婚姻・離婚について－ 

事前学習 親族の範囲を調べ、200字以内でまとめる。 

事後学習 婚姻・離婚について 200字以内でまとめる。 

第１４回 
民法・親族 

－親子関係について－ 

事前学習 親子関係について 200字以内でまとめる。 

事後学習 養子制度について 200字以内でまとめる。 



 

 

第１５回 
民法・親族 

－親権について－ 

事前学習 親の懲戒権について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 親権について 200字以内でまとめる。 

第１６回 
民法・相続 

－法定相続について－ 

事前学習 相続の意義を調べ、200字以内でまとめる。 

事後学習 法定相続について 200字以内でまとめる。 

第１７回 
民法・相続 

－嫡出子と非嫡出子－ 

事前学習 嫡出子と非嫡出子の相続分について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 単純承認と限定承認について 200字以内でまとめる。 

第１８回 
民法・相続 

－遺留分について－ 

事前学習 遺言について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 遺留分について 200字以内でまとめる。 

第１９回 
民法・相続 

－生前贈与について－ 

事前学習 生前贈与について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 遺産分割について 200字以内でまとめる。 

第２０回 
まとめ② 

－親族の判例－ 

事前学習 これまでの授業を振り返り、600字以内でまとめる。 

事後学習 民法の親族法と相続法の総復習を行い、600字以内でまとめる。 

第２１回 
行政法・行政行為 

－行政の役割とは－ 

事前学習 行政の役割について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 行政立法と行政行為について 200字以内でまとめる。 

第２２回 
行政法・行政行為 

－行政処分について－ 

事前学習 行政処分について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 行政行為の公定力について 200字以内でまとめる。 

第２３回 
行政法・行政手続法 

－行政官庁について－ 

事前学習 行政官庁について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 行政処分の事前救済について 200字以内でまとめる。 

第２４回 
行政法・行政不服審査法 

－行政不服申立てについて－ 

事前学習 行政不服申立ての種類について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 行政庁の審査について 200字以内でまとめる。 

第２５回 
行政法・行政事件訴訟法 

－行政訴訟の判決－ 

事前学習 行政訴訟の判決を一つ調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 行政訴訟の種類について 200字以内でまとめる。 

第２６回 
行政法・行政事件訴訟法 

－救済の仕組み－ 

事前学習 行政訴訟の意義について 200字以内でまとめる。 

事後学習 行政訴訟による救済の仕組みについて 200字以内でまとめる。 

第２７回 
行政法・国家賠償法 

－国家賠償法について－ 

事前学習 行政庁の不法行為に対する賠償について 200字以内でまとめる。 

事後学習 国家賠償法について 200字以内でまとめる。 

第２８回 
行政法・情報公開法 

－情報公開について－ 

事前学習 情報公開について調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 情報に関する法制度について 200字以内でまとめる。 

第２９回 
行政法・自治体行政の組織 

－地方自治について－ 

事前学習 地方自治の本旨を調べ 200字以内でまとめる。 

事後学習 地方自治法について 200字以内でまとめる。 

第３０回 
まとめ 

－公法と私法の役割－ 

事前学習 公法と私法の相違について 200字以内でまとめる。 

事後学習 公・私法の比較を 800字以内でまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1316 

GELA1337 

GELA1116 ２．授業担当教員 梶原 洋生 

４．授業形態 
講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッシ
ョン（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）を

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

なる。 

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

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１ 授業内でリアクションペーパーの提出を義務付け、理解習熟度の確認を行う。 

２ 課題レポートの提出を義務付ける。テーマは「判例の形成について」を予定している。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】朝日新聞社会部『母さんごめん、もう無理だ～きょうも傍聴席にいます～ 』幻冬舎。 
【参考書】『ポケット六法 最新版』。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・法学一般の基礎知識を理解し、説明できたか。 

・条文や判例の読み方を修得したか。 

・採用試験で出題される問題に対応しうる知識を身に付けたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（出席、発表、授業態度等）を３０％， 

レポート、小テスト、期末テストなどの結果を７０％とする。 

12．受講生への 
メッセージ 

講義は、初学者を対象としていますが、学習範囲がかなり広いのでかなりのスピードで法律について学んで
頂くことになります。事前、事後の学習をしっかりと行う必要があります。 

13．オフィスアワー 授業の前後 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 法と社会生活、暮らしと法 
事前学習 法の定義について調べ、200字以内でまとめる。 
事後学習 公法と私法と社会法について 200字以内でまとめる。 

第２回 法化社会のしくみ 
事前学習 憲法と条約との優位性について調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 法の段階的構造について 200字以内でまとめる。 

第３回 法の働き 
事前学習 法の役割について調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 平均的正義と配分的正義について 200字以内でまとめる。 

第４回 事件の法的解決 
事前学習 裁判所の種類を調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 民事訴訟と刑事訴訟について 200字以内でまとめる。 

第５回 法の解釈 
事前学習 法と言語について 200字以内でまとめる。 
事後学習 文理解釈と論理解釈について 200字以内でまとめる。 

第６回 財産と法①－自然人とは－ 
事前学習 自然人と法人について調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 民法の総則について 200字以内でまとめる。 

第７回 財産と法②－所有権絶対主義とは－ 
事前学習 所有権絶対主義について 200字以内でまとめる。 
事後学習 民法の物権について 200字以内でまとめる。 

第８回 財産と法③－契約自由とは－ 
事前学習 契約自由の原則について調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 民法の債権について 200字以内でまとめる。 

第９回 家族と法①－親族の捉え方－ 
事前学習 親族の範囲について調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 民法の家族法について 200字以内でまとめる。 

第１０回 家族と法②－相続人の捉え方－ 
事前学習 相続人の順位について調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 民法の相続法について 200字以内でまとめる。 

第１１回 家族と法③－遺言の法律－ 
事前学習 遺言について調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 民法の相続法について 200字以内でまとめる。 

第１２回 消費者保護と法 
事前学習 消費者保護のための法を調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 消費者関係法の理解について 200字以内でまとめる。 

第１３回 労働と法 
事前学習 労働者保護のための法を調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 労働法についての理解を 200字以内でまとめる。 

第１４回 犯罪と法 
事前学習 罪刑法定主義について調べ 200字以内でまとめる。 
事後学習 刑法についての理解を 200字以内でまとめる。 

第１５回 まとめ 
事前学習 法と社会の関係について 200字以内でまとめる。 
事後学習 法学全般の総復習を 600字以内でまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保健医療 （2単位） 

３．科目番号 

SBMP1302 

SSMP1102 

SCMP1102 

SNMP1302 

SPMP1302 

PSMP1402 

２．授業担当教員 橋本 由利子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これまでわが国の保健医療サービスは、国民皆保険制度によって支えられてきた。しかし疾病構造の変化や
高齢化が進んでいる現在、わが国の保健医療サービスは再編成を迫られている。この科目では医療保険制度
の概要と医療費に関する政策的動向、診療報酬制度の概要、保健医療サービスの各専門職の役割、多職種連

携や「病院」についての基礎的な理解を深めるとともに、保健医療サービスにおけるソーシャルワーカーの
役割や、組織や地域とソーシャルワークの関連を理解する。 

８．学習目標 

１．医療保険制度の概要と医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるようになる。 
２．診療報酬の概要を理解し、説明することができるようになる。 
３．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携について理解し、説明することができるようになる。 

４．医療を取り巻く現状について理解し、説明することができるようになる。 
５．病院のしくみについて理解し、説明することができるようになる。 
６．組織とソーシャルワークの関連について理解し、説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．その日に学習したことを整理するために、毎回ワークシートを提出する。 

２．グループで保健医療職種の一つを選び、レポートにまとめ、発表する。 

３．グループで医療ソーシャルワーカーの支援の実際と留意点の事例をまとめ、発表する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 
『新・社会福祉士養成講座 第17巻 保健医療サービス』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．医療保険制度及び診療報酬制度の概要、医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるか。              

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

とができるか。 

○評定方法 

１．日常の授業態度（参加・実践・小テスト等） 総合点の３０％ 

２．期末試験・レポート等  総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

少子高齢化が進んでいる日本において、福祉を志す人は医療保険制度や保健医療の諸問題に常に敏感にな

ることが必要である。ニュースや新聞をよくチェックし解決策を考えよう。あなたが考える対策がこれから

の日本の将来を決めるかもしれない。 

 [受講生に期待される学習態度] 

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

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

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

で伝え許可をとるようにする。 

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

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

２．受講生全体に聞こえる大きさの声で話をするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

３．授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用については厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業開始時にお知らせします。質問はメールでも受け付けます。yuhashim@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 

ガイダンス   

保健医療サービスの変化と社会福祉専門職の役割 

保健医療サービスとその構成要素（ひと・もの・かね・情報） 

事前学習 医療についての自己の体験をまとめる 

事後学習 
ステークホルダーを中心にして保健医療

の概要をまとめる 

第２回 
保健医療サービスの変化と社会福祉専門職の役割 

健康転換と保健医療サービスの変遷 

事前学習 
疾病構造の変化について教科書を読んで

くる 

事後学習 
保健医療サービスの変化を健康転換から

まとめる 

第３回 

保健医療サービスの専門職の役割 

保健医療サービス専門職の概観 医師、保健師、看護師、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等 

事前学習 
医療関連職種について教科書を読んでく

る 

事後学習 
保健医療サービスに関わる専門職の役割

についてまとめる 

第４回 

保健医療サービスの専門職の役割 

保健医療サービス専門職の基本姿勢 患者の権利について 

患者の権利を守るしくみ、ACPについて 

事前学習 
患者の権利の現状について教科書を読ん

でくる 

事後学習 
インフォームドコンセント、ACP の重要性

についてまとめる 

第５回 
保健医療サービスの専門職の役割（学生発表） 

医師、歯科医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、
事前学習 

グループで選んだ医療関連職種について

調べてくる 



 

 

言語聴覚士、歯科衛生士、社会福祉士等 事後学習 医療関連職種についてまとめる 

第６回 

保健医療サービスを提供する施設とシステム① 

医療法による医療施設の機能・類型、医療政策による医療施

設の機能・類型、診療報酬による医療施設の基準・類型 

事前学習 
保健医療サービス提供施設について教科

書を読んでくる 

事後学習 医療施設の機能・類型についてまとめる 

第７回 

保健医療サービスを提供する施設とシステム② 

介護保険法における施設の機能・類型、地域包括ケアと在宅

支援のシステム 

事前学習 
介護保険法における施設について教科書

を読んでくる 

事後学習 
介護保険法における施設・在宅医療につい

てまとめる 

第８回 

保健医療サービスの提供と経済的保障① 

医療費に関する政策的動向、医療保険制度と診療報酬制度の

概要、介護保険制度の概要、自立支援医療、公費負担医療制

度の概要 

事前学習 
保健医療サービスに関わる社会保障制度

について教科書を読んでくる 

事後学習 
医療費に関する政策動向についてまとめ

る 

第９回 

保健医療サービスの提供と経済的保障② 

診療報酬制度、高額療養費制度、ターミナルケア支援の診療

報酬制度、診療報酬における社会福祉士の評価 

事前学習 
診療報酬制度について教科書を読んでく

る 

事後学習 
診療報酬制度とその動向についてまとめ

る 

第１０回 

保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの 

役割① 

医療ソーシャルワーカーの歴史と業務の枠組み 

事前学習 
医療ソーシャルワーカーの業務について

教科書を読んでくる 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの業務指針につ

いてまとめる 

第１１回 

保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの 

役割② 

業務の内容―ミクロのソーシャルワーク 

事前学習 
医療ソーシャルワーカーの業務について

教科書を読んでくる 

事後学習 
ミクロのソーシャルワークについてまと

める 

第１２回 

保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの 

役割③ 

業務の内容―ミクロからメゾのソーシャルワーク、メゾから

マクロのソーシャルワーク 

事前学習 
医療ソーシャルワーカーの業務について

教科書を読んでくる 

事後学習 
メゾおよびマクロのソーシャルワークに

ついてまとめる 

第１３回 

保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの支援

の実際と留意点 

（学生発表） 

事前学習 
医療ソーシャルワーカーの支援の実際と

留意点についてグループで調べてくる 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの支援の実際と

留意点についてまとめる 

第１４回 

保健医療サービスにおける専門職の連携と実践 

保健医療の専門職との連携方法と基礎知識、チームケア実現

のための制度や連携機関・団体 

事前学習 
保健医療サービスにおける連携の理論に

ついて教科書を読んでくる 

事後学習 
チームワークの理論とコンピテンシーに

ついてまとめる 

第１５回 

保健医療サービスにおける地域の社会資源との連携と実践 

地域ケアネットワークの実際、保健医療サービスのまとめ、

課題と展望 

事前学習 
地域ネットワークの事例について教科書

を読んでくる 

事後学習 
保健医療サービスの課題についてまとめ

る 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保健科指導法Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 EDHE2348 

２．授業担当教員 石井 里佳 

４．授業形態 

◇課題提示→講義→演習・協議等→講義→振り返り など 
＜例１＞ 
導入：講義から自らの課題の把握→展開（演習）：自分の考えをま

とめる→グループでの話し合い→グ 
ループの考えを発表→全体での協議→まとめ：協議と講義のまとめ 
＜例２＞演習（保健科指導法Ⅰで学習した指導法を生かした指導案
の作成と模擬授業） 
導入：講義（健康教育の指導の在り方）→展開（演習）：保健学習
の指導案の作成→実際の学校の授業の参観→中学校３年の『病気の
予防』の指導内容から課題を把握→指導案の作成→模擬授業→全体
協議→まとめ：授業実践、授業の評価とまとめ  

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

(1) 保健学習に関する主要な概念を講義等で理解し、演習・協議等を通じて保健学習の概念を自ら描き、保
健科教諭としての専門性を生かした授業力を高める。 

(2) 保健科指導法Ⅰで学んだ内容を基礎として、保健科教育内容の構成や系統性、学習指導要領の内容の示
し方、教材づくりなどについて学習する。 

(3) 保健科指導法Ⅰで学んだ専門的知識や実践力を踏まえ、教育実習に必要な授業力を身につける 
保健管理と保健教育の違いはもとより、保健学習と保健指導の違いに応じた保健教育を学習する。 

８．学習目標 

(1) 生徒にとって楽しく分かる保健授業を目指した「教育内容、教材、指導方法」などの基礎と応用につい
て、実践的・具体的に身に付けることができる。 

(2) 文部科学省刊「中学校学習指導要領解説 保健体育編」と「高等学校学習指導要領解説 保健体育・体
育編」の保健分野・保健科の内容等について理解したうえで、示された学習指導案形式に則った学習指
導案を作成し模擬授業を行うことができる。 

(3) 保健学習と保健指導の違いに応じた授業の展開を理解し説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

次時の学習内容について、教科書等で予習してくることをアサイメントとする。 

レポート課題は「学校教育が担うべき保健的教養」「性に関する教育」「心とストレスに関する教育」「生活

習慣病に関する教育」「熱中症(応急手当)に関する教育」などとする、詳細は授業中に指示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

日本保健科教育学会編『保健科教育法入門』大修館書店 

文部科学省刊『中学校学習指導要領解説 保健体育編』東山書房 

文部科学省刊『高等学校学習指導要領解説 保健体育・体育編』東山書房  

【参考書・参考資料】 

文部科学省刊『中学校学習指導要領』 

文部科学省『高等学校学習指導要領』 

森昭三、和唐正勝編著『新版 保健の授業づくり入門』大修館書店 

植田誠治編著『学校におけるがん教育の考え方・進め方』大修館書店 

福田洋、江口泰正『ヘルスリテラシー－健康教育の新しいキーワード－』大修館書店 

プリントなどの教材等は、毎時の授業で配布し使用する。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 期待されている保健科教育への対応に関する使命感を養うことができたか。 

２ 学習指導要領の目標及び内容について理解し説明できるようになったか。 

３ 知識を活用する学習活動を取り入れるなど、指導方法の工夫ができたか。 

４ 与えられた課題について積極的にグループでディスカッションができたか 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、模擬授業、レポート、指導案、基礎的理解テスト等を総合して

評価する。］ 

１ 授業への積極的参加 ３０％   

２ 模擬授業・指導案・レポート ５０％  

３ 基礎的知識理解テスト ２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義でも「保健科指導法Ⅰ」に引き続きポートフォリオを作ります。講義での記録や配布資料などを保存

できるファイルやノート(A4サイズ以上が望ましい)を準備してください。 

また、授業中は「１ 座席は指定とする。」「２ 正当な理由のない遅刻、早退、欠席をしないこと(止むを得

ず欠席する場合は、書面を提出のこと)。」「３ 携帯電話の操作及び私語の禁止。」を守ってください。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業の進め方等オリエンテーション 

保健科指導法Ⅰを踏まえて、より実践的な内容となる

ことを把握する。 
レディネスチェック 

事前学習 
保健科指導法入門(以下教科書)および保健科
指導法Ⅰのポートフォリを読み直す。 

事後学習 
授業づくりの手順と必要な要素について整理

する。 

第２回 
今日の健康課題１ 
学習指導要領から、今日の健康課題を検討する。 

事前学習 
中学・高校学習指導要領解説における保健の学
習内容を熟読する。 

事後学習 
今日の健康課題の改善を視点とした自身の保

健授業の指導観について考える。 

第３回 

今日の健康課題２ 
インターネットを用いて、関心を持った健康問題やニュ
ース、記事についての情報を入手し、その背景や科学的
根拠をもとにディスカッションを行う。 

事前学習 
インターネットを用いて、レポートを作成す
る。 

事後学習 
インターネットの情報を、教材化する上での留

意点などを整理する。 



 

 

第４回 これから求められる健康観とヘルスリテラシー 

事前学習 
配布した読み物資料(ヘルスリテラシー)を熟
読し、レジュメを作成する。 

事後学習 
ヘルスリテラシーの概念を整理し、子どもに必

要な健康観について自分の考えを持つ。 

第５回 養護教諭による保健教育１ 

事前学習 
養護教諭による保健教育のメリットと課題に
ついて考える。 

事後学習 
養護教諭による保健教育の概要について「整理

する。 

第６回 養護教諭による保健教育２ 

事前学習 
養護教諭による保健授業に関する資料を熟読
する。 

事後学習 
養護教諭として保健授業を行う上でのニーズ

や課題とその改善策を考える。 

第７回 
教材づくり 
学習内容の教材化 

事前学習 
資料(保健の授業づくり入門 pp.138〜147)を熟
読する。 

事後学習 教材化に必要な要素を整理する。 

第８回 発問、図表の資料、読み物資料を取り入れた授業 

事前学習 
保健科指導法Ⅰのポートフォリオを再度読み
直す。 

事後学習 
課題や情報の提示の仕方についてその特性を

整理する。 

第９回 
教材研究と指導案(細案)の作成１ 
医薬品の使い方 

事前学習 
担当校種の「医薬品の使い方」に関する学習内
容や目標などを理解する。 

事後学習 細案を改善する。 

第１０回 
模擬授業に向けた教材研究１ 
学習指導要領と指導案の構造 

事前学習 
指導法Ⅰのポートフォリオおよび指導要領解
説を熟読する。 

事後学習 
学習内容の系統性と目標の関係性について整

理する。 

第１１回 
模擬授業に向けた教材研究２ 
年間指導計画と単元計画、その他教科・学校教育活動と
の関連 

事前学習 教科書 pp.79〜86を熟読する。 

事後学習 
保健教育の中の保健学習という視点から、養護

教諭による保健授業の特性について考える。 

第１２回 
教材研究と指導案(細案)の作成２ 
欲求やストレスと心の健康、精神疾患の予防と回復 

事前学習 
担当校種の「欲求やストレスと心の健康、精神
疾患の予防と回復」に関する学習内容や目標な
どを理解する。 

事後学習 細案を改善する。 

第１３回 
擬授業に向けた教材研究３ 
授業の流れ(導入、展開、まとめ)をイメージする。 

事前学習 教科書 pp.112〜144を熟読する。 

事後学習 授業の展開の仕方について整理する。 

第１４回 
模擬授業に向けた教材研究４ 
保健教育におけるアクティブラーニング 

事前学習 
関連する内容の保健科指導法Ⅰのポートフォ
リオを熟読してくる。 

事後学習 
アクティブラーニングの概念と授業の取り入

れ方について整理する。 

第１５回 
教材研究と指導案(細案)の作成３ 
家族計画と人工妊娠中絶 

事前学習 
「家族計画と人工妊娠中絶」に関する学習内容
や目標などを理解する。 

事後学習 細案を改善する。 

第１６回 
模擬授業に向けた教材研究５ 
生徒の実態を把握する方法 
アンケートの作成とその結果から生徒観を読み取る。 

事前学習 教科書 pp.49〜51を熟読する。 

事後学習 
「生活習慣病」「性に関する指導」に関する授
業前のアンケートを作成する。 

第１７回 
模擬授業に向けた教材研究６ 
板書の仕方と、資料や教材の示し方および準備物につい
て 

事前学習 
関連する内容の保健科指導法Ⅰのポートフォ
リオを熟読してくる。 

事後学習 
より良い板書の仕方(文字の大きさや色、レイ
アウト)について考える。 

第１８回 
教材研究と指導案(細案)の作成４ 
保健・医療制度および保健・医療機関の活用 

事前学習 
担当校種の「保健・医療制度および保健・医療
機関の活用」に関する学習内容や目標などを理
解する。 

事後学習 細案を改善する。 

第１９回 
模擬授業に向けた教材研究７ 
テスト問題の作成 

事前学習 教科書 pp.29〜36を熟読する。 

事後学習 学習内容に沿ったテスト問題を作成する。 

第２０回 
模擬授業に向けた教材研究８ 
ICT機器を用いた授業づくり 

事前学習 
教育現場で使われている ICT 機器について調
べる。 

事後学習 
ICT 機器の用いる際の留意点やメリットを整

理する。 

第２１回 
教材研究と指導案(細案)の作成５ 
第二次性徴、心身の発達・発育 

事前学習 
担当校種の「第二次性徴、心身の発達・発育」
に関する学習内容や目標などを理解する。 

事後学習 細案を改善する。 

第２２回 
授業改善に必要な視点 
授業観察と検討会について 

事前学習 教科書 pp.108〜110を熟読する。 

事後学習 授業の観察の視点の持ち方について整理する。 

第２３回 模擬授業および授業検討会１ 
事前学習 

模擬授業の単元の目標や内容、授業評価の方法
の視点を理解する。 

事後学習 模擬授業の評価について整理する。 

第２４回 模擬授業および授業検討会２ 
事前学習 

模擬授業の単元の目標や内容、授業評価の方法
の視点を理解する。 

事後学習 模擬授業の評価について整理する。 

第２５回 模擬授業および授業検討会３ 事前学習 模擬授業の単元の目標や内容、授業評価の方法



 

 

の視点を理解する。 

事後学習 模擬授業の評価について整理する。 

第２６回 模擬授業および授業検討会４ 
事前学習 

模擬授業の単元の目標や内容、授業評価の方法
の視点を理解する。 

事後学習 模擬授業の評価について整理する。 

第２７回 
模擬授業全体の振り返り 
指導案修正する。 

事前学習 自身の授業評価の結果をまとめる。 

事後学習 修正した指導案を完成させる。 

第２８回 

授業づくり１ 
２つのグループに分かれ、各担当単元の授業の流れや、
教材や資料を作る。 

事前学習 指導案に沿って中学生生徒に分かる授業を行
うための教材を作成したり、発問や板書計画な
どを確認しておく。 

事後学習 

第２９回 

授業づくり２ 
２つのグループに分かれ、各担当単元の授業の流れや教
材、資料を作る。 

事前学習 指導案に沿って中学生生徒に分かる授業を行
うための教材や発問計画、板書計画などを作成
し、その要点を確認しておく。 

事後学習 

第３０回 

全授業の振り返り 
保健授業を行う際の自分の強みや、現場に行くまでに克
服したいことを整理し、互いにアドバイスをし合う。 

事前学習 
自身と仲間の授業評価について整理し、互いに
指摘し合うことで、自身の保健指導についての
強みや教育実習までに改善する点を明確にす
る。 事後学習 

 



 

 

１．科目名（単位数） ボランティア論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1350 

２．授業担当教員 佐藤 惟 

４．授業形態 講義（ディスカッションを含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日、わが国においてボランティア活動は大きな注目を集めている。阪神・淡路大震災においてボランティ

アの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるようになった。

ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにさ

れてきている。本講義において、福祉ボランティアを中心に、活動の現状と課題を探り、今後ボランティア

コーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学生が、必要な知識を会得するよう、講義、視聴

覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。 

８．学習目標 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになる。 

2．今日のボランティア活動の現状と、そこにおける課題を理解し、説明できるようになる。 

3．実際に行われているボランティア活動のひとつに着目し、深く掘り下げて学習し理解を深める。 

4．ボランティアコーディネーターに求められているボランティア指導の方法を理解することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業で示されたテーマのうち自分の関心のあるものを一つ選び、各自で調べた内容についてパワーポイント
を用いてグループごとにプレゼンテーションを行ってもらう。また、自分のこれまでのボランティア経験を

振り返りレポートを作成する。プレゼンテーションおよびレポートの形式については授業内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
指定しない（プリント資料を毎回配布する）。 

【参考書】 
小倉常明・松藤和生編著『いちばんはじめのボランティア』樹村房、2005。 
巡静一・早瀬昇編『基礎から学ぶボランティアの理論と実際』中央法規出版、1997。 

田中優著『幸せを届けるボランティア 不幸を招くボランティア』河出文庫、2017。 
岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子編『学生のためのボランティア論』大阪ボランティア協会、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになったか。 

2．今日のボランティア活動の現状と、そこにおける課題を理解し、説明できるようになったか。  

3．実際に行われているボランティア活動のひとつに着目し、深く掘り下げて学習し理解を深めることができ

たか。  

4．ボランティアコーディネーターに求められているボランティア指導の方法を理解することができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度 40％ 課題レポート 30％ 期末評価（レポート・試験等）30％  

※ 東京福祉大学の学則（第 36 条）に則り、成績評価に必要な出席時間数を満たしていない受講生の評価は

行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．正当な理由なく授業を欠席・遅刻・早退をしないこと。やむを得ない事情で欠席、遅刻、早退をした場合
はその理由を必ず教師に書面をもって報告すること。 

2．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。     
3．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループ・ディスカッションや意見の発表時には間違いを恐

れず、主体的に取り組むこと。 

4．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 
5．可能な範囲で、自ら積極的にボランティア活動に取り組むこと。施設ボランティアだけがボランティアで

はない。エコキャップや使用済み切手の収集と提供などもボランティアである。 

13．オフィスアワー 授業内で別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス（教員の自己紹介、受講生の自己紹介
―ボランティア体験や関心のあるボランティアについ

て、授業の進め方の説明など） 

事前学習 

これまでの自分のボランティア経験や、ボラ

ンティアについて自分が持っているイメー
ジを書き出しておく。 

事後学習 
自分が関心を持っているボランティア活動

について考え、まとめる。 

第２回 
ボランティア活動の理念、ボランティア活動の現状；
映像視聴 

事前学習 
ボランティア活動の理念および社会の現状

について調べておく。 

事後学習 
学習した内容を整理し、ボランティア活動に

ついて学んだ点をまとめる。 

第３回 東京オリンピック・パラリンピックとボランティア 

事前学習 
東京オリンピック・パラリンピックのボラン
ティアについて調べておく。 

事後学習 
東京オリンピック・パラリンピックのボラン

ティアについて学んだ点をまとめる。 

第４回 外部講師による講演：傾聴ボランティアについて 
事前学習 

電話相談ボランティアや傾聴ボランティア
について調べておく。 

事後学習 講演を聞いて学んだ内容を復習する。 

第５回 教育とボランティア 

事前学習 
教育に関わるボランティアについて調べて
おく。 

事後学習 
教育に関わるボランティアについて授業で

学んだ要点をまとめる。 



 

 

 

第６回 子どもとボランティア 

事前学習 子どものボランティアについて調べておく。 

事後学習 
子どものボランティアについて授業で学ん

だ要点をまとめる。 

第７回 高齢者とボランティア、障害者とボランティア 

事前学習 
高齢者および障害者のボランティアについ
て調べておく。 

事後学習 
高齢者および障害者のボランティアについ

て授業で学んだ要点をまとめる。 

第８回 外国人とボランティア 

事前学習 
外国人を対象としたボランティアについて
調べておく。 

事後学習 
外国人を対象としたボランティアについて

授業で学んだ要点をまとめる。 

第９回 
町内会・自治会とボランティア、ボランティア活動の
実際 

事前学習 

町内会・自治会について調べておく。ボラン

ティアを始めるにあたって留意するべき点
について自分で考え、まとめる。 

事後学習 

町内会・自治会について授業で学んだ要点を

まとめる。ボランティア活動を始めるにあた

って留意すべき点についてまとめる。 

第１０回 
民生委員・児童委員、保護司、その他の地域のボラン
ティア 

事前学習 
民生委員・児童委員および保護司について調
べておく。 

事後学習 
民生委員・児童委員および保護司について授

業で学んだ要点をまとめる。 

第１１回 
ボランティアコーディネーターとボランティアマネジ
メント 

事前学習 
ボランティアを受け入れる立場に立って、ボ

ランティア活動を考えてみる。 

事後学習 
ボランティアコーディネーターに求められ

る能力について考え、まとめる。 

第１２回 
日本におけるボランティアの歴史、海外におけるボラ

ンティアの歴史 

事前学習 
日本および欧米におけるボランティアの起
源や歴史、発展について、調べておく。 

事後学習 
欧米のボランティア活動の歴史的変遷につ

いて、授業で学んだ要点をまとめる。 

第１３回 災害ボランティア；グループ発表① 

事前学習 災害ボランティアについて調べておく。 

事後学習 
災害ボランティアについて授業で学んだ要

点をまとめる。 

第１４回 NPO と企業の社会貢献(CSR)；グループ発表② 

事前学習 
NPO と企業の社会貢献(CSR)について各自
で調べ、簡潔にまとめてくる。 

事後学習 
企業が社会貢献を行うことの意義について、

ポイントをまとめる。 

第１５回 まとめ；グループ発表③ 

事前学習 
これまでに学んだ内容を改めて振り返り、関

心のあるテーマについてまとめておく。 

事後学習 

「人はなぜボランティアを行うのか？」につ

いて考え、自分の経験も踏まえてレポートに

まとめる。 

 


