
 

 

１．科目名（単位数） 海外留学入門 （2単位） 

３．科目番号 EIJP2102 

２．授業担当教員 野口 芙美 

４．授業形態 講義、演習、リサーチ、ペア・グループ活動 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

海外留学を成功させるためにはどのような知識や準備が必要か。そして海外の人との交流や海外の大学での

授業にはどの様に事前準備をする必要があるのかなど、基礎的なスキルや知識を身に付ける学習を行う。そ

のなかで、国際社会における異文化理解と自国について実践学習し、将来的に各学生が国際社会の一員とし

て必要な知識とスキルなどを習得し、自国の紹介や自己表現ができるように実践する。 

８．学習目標 

1. 留学に備えての実用的な自国の専門文化用語や説明方法の習得 

2. 外国人への対応や交流方法の習得 

3. 自分の意見を「言える・伝える・説明する」の口頭表現の向上 

4. 自国文化や歴史などを再勉強し、国際ビジョンや交流スキルの向上 

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．日本に関するニュースを発表し、感想をシェアする（一人あたり発表 4 回）。 

3．留学先として希望する国・地域、あるいは興味のある国・地域を一つ選び、留学に必要な情報を収集する。

収集した情報を整理し、授業で発表する（第5回）。 

4．実際に海外で日本文化を説明・紹介する練習として、授業で扱った内容を参考に紹介したい日本文化を一

つ選び、簡単な英語での紹介に挑戦する（第14回）。 

5．授業で扱った内容を参考に、海外に伝えたい日本文化についてレポートをまとめる（最終レポート）。 

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】伊藤嘉一著『国際理解教育 母文化・異文化・比較文化』鷹書房弓プレス、2011年 

     独立行政法人日本学生支援機構『私がつくる 海外留学』、2019年ほか適宜紹介する 

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. 留学に必要な海外事情への理解が深まったか。 

2. 自国の文化や歴史などを口頭で発表し説明できるスキルが上達したか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 30％ 

２ 課題（レポート等） 総合点の 30％ 

３ プレゼンテーション 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

「留学先で日本について質問されたけれどうまく答えられなかった」という話はよく聞く。日本独自の文化

を世界の文化と比較することで改めて学び、知っているようで深くは知らなかった日本の文化について整理

する機会となることを期待する。自分が面白いと思った日本文化について、外国人が正しく理解できるよう

に紹介するためにはどうしたらよいのかも、実際のプレゼンテーションを通して学んでほしい。 

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、自分の留学について考える、留学

準備のための情報収集 

事前学習 
自分はいつどこへなぜ留学したいのか、自分

が思い描く留学について考えてくる。 

事後学習 

留学先として興味のある国・地域を一つ選

び、留学のために必要な情報を収集する（第

5回で発表） 

第２回 食文化 
事前学習 日本の食文化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３回 衣文化・住文化 
事前学習 日本の衣文化・住文化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 習慣・儀式 
事前学習 日本の習慣・儀式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５回 発表：留学希望先（興味がある国・地域）における留学 
事前学習 

収集した情報をまとめ、発表の準備・練習を

しておく。 

事後学習 発表内容をレポートにまとめる。 

第６回 行事 
事前学習 日本の季節ごとの行事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７回 宗教 
事前学習 

日本の宗教、自分にとっての宗教について考

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８回 言語 
事前学習 日本語の特徴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９回 非言語コミュニケーション 事前学習 日本の非言語コミュニケーションにはどん



 

 

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１０回 芸能：音楽、演劇、武道 
事前学習 日本の独自の芸能について調べてくる。 

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 絵画・造形：茶道、華道、庭園など 
事前学習 日本の絵画、造形について調べてくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１２回 地理 
事前学習 日本の地理について復習しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１３回 歴史 
事前学習 日本の歴史について復習しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１４回 プレゼンテーション：英語で日本文化を紹介する 
事前学習 

日本独自の文化を 1つ選び、英語で紹介・プ

レゼンテーションをするための準備・練習を

しておく。 

事後学習 発表の感想を改善点とともにまとめる。 

第１５回 
これまでの内容の振り返り 

最終レポートの準備：「海外で紹介したい日本の文化」 

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 
これまでの学習内容を復習し、レポートの準

備をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2131 

２．授業担当教員 喬 雪氷 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「簿記」履修後、「会計学」を履修すると理解力は増大する。 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

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

４．会計情報を活用した経営改善について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントを課すことはないが、年末年始休暇中の課題レポートは授業内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】小栗崇資著『コンパクト財務会計 クイズでつける読む力』中央経済社 2016年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、会計学の基礎知識が理解できているか。  

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

３．期末試験を通じて、会計用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．レポート             総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

会計は現代人必須の教養だ。会計学は、適正な利益とは何かを考える学問だ。会計学のことは「財務諸表論」

ともいい、財務諸表の学習でめざすのは、「作る力」と「読む力」の修得だ。「作る力」をつけるには、複

式簿記の学習が不可欠だ。一方、「読む力」は難解な専門知識がなくてもつけることができる。この講義は

財務諸表を「読む力」をつける講義だ。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス、利益とは何か 
事前学習 教科書 p.5「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.5～15を読み返し復習する 

第２回 会社と財務諸表 
事前学習 教科書 p.17「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.17～23を読み返し復習する 

第３回 会計ルール・会計制度 
事前学習 教科書 p.25「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.25～36を読み返し復習する 

第４回 利益の計算方法と企業会計の考え方 
事前学習 教科書 p.37「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.37～47を読み返し復習する 

第５回 貸借対照表の仕組みと見方 
事前学習 教科書 p.49「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.49～57を読み返し復習する 

第６回 資産の特徴と見方 
事前学習 教科書 p.59「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.59～73を読み返し復習する 

第７回 負債の特徴と見方 
事前学習 教科書 p.75「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.75～83を読み返し復習する 

第８回 純資産（資本）の特徴と見方 
事前学習 教科書 p.85「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.85～95を読み返し復習する 

第９回 損益計算書の仕組みと見方 
事前学習 教科書 p.97「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.97～107を読み返し復習する 

第１０回 キャッシュ・フロー計算書の仕組みと見方 
事前学習 教科書 p.109「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.109～114を読み返し復習する 

第１１回 国際会計基準の導入と新しい会計基準 
事前学習 教科書 p.115「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.115～127を読み返し復習する 

第１２回 資産会計の新たな変化 
事前学習 教科書 p.129「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.129～144を読み返し復習する 

第１３回 負債会計の新たな変化 
事前学習 教科書 p.145「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.145～155を読み返し復習する 

第１４回 企業グループの会計 
事前学習 教科書 p.157「クイズで考えよう」を予習すること 

事後学習 教科書 pp.157～167を読み返し復習する 

第１５回 経営分析の方法 事前学習 教科書 p.169「クイズで考えよう」を予習すること 



 

 

事後学習 教科書 pp.169～183を読み返し復習する 

期末試験（記述式の試験を実施する） 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学入門 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1351 

GELA1356 
２．授業担当教員 喬 雪氷 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

「簿記」および「経営学」の関係が緊密です。 

７．講義概要 

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

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

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

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

ことなく、会計的思考法を会得してもらいたい。 

８．学習目標 

１．会計に興味を持つことができる。 

２．会計的思考法を理解できるようになる。 

３．数字を根拠に経営を考えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

アサインメントを課すことはないが、短いレポートを1回ほど課す。レポート課題は講義中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小栗崇資編『スタートガイド会計学』中央経済社、2017年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．会計的思考法で考えることができるか。 

２．会計上、問題となることが何か、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

会計学は堅苦しく、専門性が強い科目だと考える学生が多いようです。会計の知識は社会に出てから大いに

役立つ学問です。なるべくやさしい言葉を使い、受講生が日常生活の中でイメージしやすいように心がけて
います。時々、講義中ディスカッションを設け、議論によって理解を深めていきます。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
簿記と会計について、会計の役割と会計学 

事前学習 教科書の準備、（pp.1~8）を読んでくること 

事後学習 収入、支出、記録、報告の意味を理解する 

第２回 簿記・会計の歴史 
事前学習 教科書（pp.9~20）を読んでくること 

事後学習 複式簿記と株式会社の関係を考えてみる 

第３回 簿記と会計の仕組み 
事前学習 教科書（pp.21~29）を読んでくること 

事後学習 複式簿記と財務諸表の仕組みを理解する 

第４回 会計の制度 
事前学習 教科書（pp.30~38）を読んでくること 

事後学習 日本の会計制度の概要を理解する 

第５回 会計情報の活用 
事前学習 教科書（pp.39~45）を読んでくること 

事後学習 有価証券報告書をネットから入手してみる 

第６回 貸借対照表の見方① 資産 
事前学習 教科書（pp.46~56）を読んでくること 

事後学習 資産とは何かを理解する 

第７回 貸借対照表の見方② 負債・純資産 
事前学習 教科書（pp.57~64）を読んでくること 

事後学習 負債と純資産の本質を理解する 

第８回 損益計算書の見方 
事前学習 教科書（pp.65~70）を読んでくること 

事後学習 損益計算書の仕組みを理解する 

第９回 キャッシュ・フロー計算書の見方 
事前学習 教科書（pp.71~75）を読んでくること 

事後学習 キャッシュ・フロー計算書を理解する 

第１０回 経営分析の方法 
事前学習 教科書（pp.76~83）を読んでくること 

事後学習 安全性、収益性の意味を理解する 

第１１回 原価計算 
事前学習 教科書（pp.84~100）を読んでくること 

事後学習 原価計算の目的と種類を理解する 

第１２回 管理会計 
事前学習 教科書（pp.101~116）を読んでくること 

事後学習 管理会計の目的とコスト概念を理解する 

第１３回 監査 
事前学習 教科書（pp.117~143）を読んでくること 

事後学習 監査の必要性について考える 

第１４回 税務会計 
事前学習 教科書（pp.144~165）を読んでくること 

事後学習 税務会計と企業会計の違いを理解する 

第１５回 社会福祉法人に関する会計の仕組み 

事前学習 事前に配布した資料を読んでくること 

事後学習 
一般企業と非営利組織の会計の違いを理解
する 

期末試験 

記述式の試験を実施する  



 

 

１．科目名（単位数） 介護家政・環境論 （2 単位） 

３．科目番号 SNMP3105 

２．授業担当教員 杉山 憲江 

４．授業形態 講義、聞き取り調査の発表、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 
 

７．講義概要 

介護の現場においては、介護技術とともに、人間の欲求や人間生活の仕組みを理解し、すべての人が文化

的で人間らしい生活を営むことができるよう支援できる力が必要となる。 

そこで本授業では生活支援の意義や目的の理解に重点を置き、家庭生活の意義・生活経営・家庭管理・家

庭経済について知識を深めていく。 

さらに、介護の専門家の基礎として、食生活における課題として生活と食事･身体機能と栄養･食品の成分

管理･安全性、衣生活における課題として被服の役割と機能･素材と品質表示･洗濯と管理･.高齢者や障害者に

適した被服、住生活では住居の役割と機能･生活空間･住居の安全･快適な室内環境などについて基本事項を習

得し、要介護者とその家族にとって具体的にどんな支援が必要なのか考察しながら、具体的に身に付けてい

く。 

８．学習目標 

１．要介護者とその家族の家庭生活、要介護者と地域･社会のあり方、消費生活についての知識を獲得する。 

２．高齢者・要介護者の栄養摂取など食生活における支援を理解し説明できる。 

３．衣生活における被服の役割･管理方法、要介護者に必要とされる被服の機能･被服環境についての知識を

獲得し、説明できる。 

４．要介護者の住生活について必要とされる住環境の要件について習得できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1 「高齢者の人生や生活について（衣生活･食生活･住まいの視点から）昔の生活・今の生活」 

  高齢者理解を目的として、身近な高齢者の聞き取りを行いまとめ,レポートを作成し,考察し,発表しあ

う。 

課題２ 各項（家庭生活・食生活・衣生活・住生活）の学習後、確実な知識理解の定着を図るため確認テス

トを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

介護福祉士養成講座編集委員会編『新･介護福祉士養成講座 6生活支援技術Ⅰ』第４版 中央法規、2017年。 

【参考書】 

1．居宅・グループホームにおける簡単おいしい介護食―基礎知識とレシピ 200（第 2版）第 1出版 2015年 

東京商工会議所編『福祉授環境コーディネーター検定試験 3級公式テキスト』2014年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・要介護者とその家族の家族生活、要介護者と地域・社会のあり方、消費生活についての知識を獲得したか。 

・高齢者・要介護者の栄養摂取など食生活における支援を理解し説明できるか。 

・衣生活における被服の役割・管理方法、要介護者に必要とされる被服の機能・被服環境についての知識を

獲得し、説明できるか。 

・要介護者の住生活について必要とされる住環境の要件について習得したか。 

○評定の方法 

・授業への積極的参加 30% 

・聞き取りレポート･発表内容 20% 

・期末試験（知識確認まとめテスト） 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

要介護者とその家族の生活を支援する上で必要とされる専門的知識や技術の獲得をめざす授業をともに創

り上げたいと願っています。介護の専門家として人間性や自己研鑽に励み、積極的な態度での授業参加を期

待します。さらに疑問点は随時質問し、出席面での自己管理、授業課題に対して積極的に取り組んでくださ

い。聞き取り学習ではテーマを明確にし、聞き取ったことから時代背景などを調べ考察して自分の言葉で原

稿を作成し、発表することを通して学びあいを期待します。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業)で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

シラバスの説明（学習の目的･内容・評価など）      

高齢者の生活理解と学びに対する思いを話し合う。 

課題提示(課題目的・聞き取り方･テーマの決め方･発

表法などの説明) 

事前学習 
シラバス･学習準備について書き込める予定表を

準備し臨むこと。 

事後学習 
学習日程･学習内容･学習準備について確認し、学

習の見通しを持つ。 

第２回 
生活支援とは何かディスカッションを通してアプロ

ーチの仕方を考えていく。 

事前学習 教科書第 1章第 1節 を読んで 授業に臨むこと。 

事後学習 
授業を通してポイント（生活の構成要素）につい

て知識理解を図っておく。 

第３回 

生活支援の基本的な考え方について ICFの視点などか

ら 

ディスカッションを通して学びあう。               

事前学習 教科書第 1章第 2節 を読んで 授業に臨むこと。 

事後学習 
授業を通してポイント（プロとしての生活支援）

を掴み、知識理解を図っておく。 

第４回 生活支援と介護予防、（高齢者･障害者の生活） 

事前学習 教科書第 1章第 3節を読んで 授業に臨むこと。 

事後学習 
授業を通してポイント（支援における予防）を掴

み、知識理解を図っておく。 

第５回 

家庭生活の理解（高齢者･要介護者のくらしの実際１） 

 高齢者の家庭生活・家庭経済の理解と必要な知識を

学ぶ。 

事前学習 
教科書第３章第1節pp.194 ～216を読んで 授業

に臨むこと。 

事後学習 確認テスト「生活支援」を見直し間違っていたと



 

 

 

「確認テスト１」生活支援 ころ再確認し、知識理解を図っておく。 

第６回 

家庭生活の営み（高齢者･要介護者のくらしの実際２） 

食生活の基本知識の獲得１ 

栄養素と効果と高齢との関わりについての理解 

「確認テスト２」家庭生活 

事前学習 
教科書第３章第 2 節 pp.217 ～281 を読んで 授

業に臨むこと。 

事後学習 
家庭生活にかかわる基本知識を｢生活支援技術･

家政」の授業実習とあわせ、理解の確認を図る。 

第７回 

食生活の基本知識２ 

 食品の保存･規格表示・安全性 家庭生活と食事 

「確認テスト３」食生活 

事前学習 
参考書 1 も準備して介護食の基礎知識 pp.１～3 

を読んで 授業に臨むこと。 

事後学習 
確認テスト「食生活」を見直し間違えっていたと

ころを再確認し、知識理解を図っておく。 

第８回 

衣生活の基本知識  

被服の役割と機能  

被服の素材、繊維製品の取り扱い、表示記号の理解、 

高齢者・障害者の被服の特徴について学ぶ。 

「確認テスト４」衣生活 

事前学習 
教科書第 3 章 pp279～280 を読んで 授業に臨む

こと。 

事後学習 

高齢者の被服にかかわる基本知識の理解の確認

とポイント（繊維製品の取り扱いや表示記号）の

知識理解を図っておく。 

第９回 
家事支援における介護技術１ 

家事支援の意義と目的についての理解を深める。 

事前学習 
教科書第４章第 1 節 pp.282～292 を読んで 授業

に臨むこと。 

事後学習 
授業を通して家事支援のあり方を考え、まとめる

ことができる。 

第１０回 

家事支援における介護技術２ 

家事の介護 

一般的な家事と介護職が行う家事の違いを考え、家

事支援のあり方を学ぶ。 

事前学習 
教科書第４章第 2 節 pp.292～335 を読んで 授業

に臨むこと。 

事後学習 
学習したことを踏まえ、介護職としての家事支援

をまとめておく。 

第１１回 

家事支援における介護技術３ 

調理・洗濯・掃除・ゴミ捨て・買い物における支援

技術について学ぶ。 

「確認テスト５」家事支援 

事前学習 

前時の授業内容を基に家事支援における具体的

な介護技術をワークシートにまとめ提出できる

準備をする。 

事後学習 
家事支援技術を具体的に理解し、自分の日常生活

において習熟を図る。 

第１２回 
居住環境の整備１（住まいの整備のための基本技術） 

    段差・スペースなどの確保について 

事前学習 
教科書第2章第1節居住環境の整備の意義と目的

pp.96～193に目を通して 授業に臨むこと。 

事後学習 
授業を通してポイント（ユニバーサルデザインの

原則）を掴み知識理解を図る。 

第１３回 
居住環境の整備２（住居の役割と機能） 

  生活に即した安全快適な住まいについて 

事前学習 
教科書第2章第2節安心で快適な生活の場づくり

pp.119～168を読んで 授業に臨むこと。 

事後学習 
授業を通してポイント（住居の役割）を掴み知識

理解を図る。 

第１４回 
居住環境の整備３（福祉住環境について） 

「確認テスト６」住生活 

事前学習 
参考資料・教科書第 2章居住環境の整備 を読み、 

授業に臨むこと。 

事後学習 
福祉住環境について基本知識の理解の確認と確

認テストの復習をする。 

第１５回 
高齢者･要介護者のくらしの実際３(衣･食･住生活環

境の現状と課題)聞き取り･調べから発表  

事前学習 

課題 1 についてそれぞれの計画に基づいて聞き

取りを実施しておく。誤字脱字などがないか推敲

して提出する。 

事後学習 
発表会を通して知ったこと学んだことを基に高

齢者理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 介護過程Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 SNMP2121 

２．授業担当教員 岡田 稔 

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 

介護過程の意義と目的を理解し、ICFの概念をふまえて生活支援活動における介護過程の展開が行えるよ

うに進めていく。さらに人間の尊厳、自立支援、心身機能・構造をふまえた展開が行えるようにその重要性

を学ぶ。また、廃用症候群とリハビリテーションの考え方についてもふれて学習していく。 

介護過程において最も重要であるアセスメントについても概略的にふれる。その際に守らなくてはならな

い対象者の権利擁護についてもふれていく。介護過程の展開においては、他職種との連携が重要であること

もふれながら進めていく。 

８．学習目標 

1．介護過程の意義と目的を理解し、説明することができる。 

2．ICFの概念を理解し、介護過程の展開に活かすことができる。 

3．生活支援技術及びコミュニケーション技術における介護過程を理解し、説明することができる。 

4．人間の尊厳、自立支援、心身機能・構造をふまえた介護過程を理解し、説明することができる。 

5．介護過程におけるチームアプローチの重要性を理解し、説明することができる。 

6．介護過程におけるアセスメントの重要性を理解し、説明することができる。 

7．廃用症候群について理解し、説明することができる。 

8．介護過程におけるリハビリテーションの重要性について理解し、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 

授業の中のディスカッションを踏まえた発表、または課題レポート等を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しない。 

     適宜資料を提示しながら進めていく。 

【参考書】黒澤貞夫『ICFを取り入れた介護過程の展開』建帛社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）介護過程の意義と目的を理解し、ICFの概念をふまえて生活支援活動における介護過程が理解できたか。 

２）人間の尊厳、自立支援、心身機能・構造をふまえた展開が行えるか。 

３）廃用症候群とリハビリテーションの考え方が理解できたか。 

４）介護過程おけるアセスメントについても概略的に理解できたか。 

５）対象者の権利擁護と他職種との連携についても理解ができたか。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度、を総合的に評価する] 

1.レポート 40％ 

2.授業態度 30％ 

3.課題提出 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

領域「介護」、「こころとからだのしくみ」、「人間と社会」で学習してきたこと、学習していることを用い

ながら、介護実践を根拠に基づいて行えるよう、本科目での内容を十分理解して欲しい。 

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 

テーマ「介護過程の意義と目的」 

介護過程とは何か、介護過程の必要性を明確にし、具体

的に介護過程が介護福祉士によって、展開され、活用さ

れていくかを学習する。介護過程とはなにかグループで

話し合い定義してもらい発表する。 

事前学習 
シラバスをよく読み、本科目の内容を理解す

る。介護過程Ⅰの振り返りを行なう。 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程を説明できるよ

うにする 

第２回 

テーマ｢ICFの概念とは｣ 

ICF とは何か、自らの生活に視点をおいて、ICF との関

連を具体的にしながら、ICF の概念を学習する。ICF の

概念図に各人の生活の具体的な内容を当てはめて書い

て整理してもらい、理解の内容を確認する。 

事前学習 ＩＣＦの概念を説明できる。 

事後学習 
授業の内容を基にＩＣＦの概念を具体的に

説明できるように整理する 

第３回 

テーマ｢ICFの概念と介護過程の展開①｣ 

介護実践を行う上で、介護過程の展開をどのように ICF

の概念を用いて展開していくか具体的に学習する。 

事前学習 ＩＣＦと介護過程を考える 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程を展開する上で

のＩＣＦの整理を行う 

第４回 

テーマ｢ICFの概念と介護過程の展開②｣ 

具体的な事例を用いて、ICFの概念を用いて介護過程の

展開を行い学習する。介護が必要な人に対して、健康状

態、心身機能・身体構造、活動、参加、環境因子、個人

因子の視点で整理してもらう。 

事前学習 
介護過程を展開する上でのＩＣＦの具体的

活用を考える 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程を展開する上で

のＩＣＦの具体的活用を整理する 

第５回 

テーマ｢生活支援技術と介護過程｣ 

排泄・入浴・食事・着脱等の生活行為と移動・移乗・起

居動作の基本動作との関連を含めて、生活支援技におけ

る介護過程の考え方を学習する。 

事前学習 生活支援技術と介護過程を考える 

事後学習 
授業の内容を基に生活支援技術の実践と介

護過程の関連を整理する 

第６回 テーマ｢コミュニケーション技術と介護過程｣ 事前学習 コミュニケーション技術と介護過程を考え



 

 

生活支援技術の提供において、介護過程の展開時のコミ

ュニケーションは基本となるところである。そのことか

ら、介護過程の展開におけるコミュニケーション技術の

活用を具体的に学習する。 

る 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程におけるコミュ

ニケーション技術の重要性を整理する 

第７回 

テーマ｢人間の尊厳、自立支援と介護過程｣ 

介護過程を展開する上で、人間の尊厳の理解、自立支援

の理解を行いは重要な視点である。介護過程を展開して

いく上でどのように取り入れていくか、考え方にについ

て具体的に学習する。 

事前学習 人間の尊厳、自立支援を考える 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程における人間の

尊厳、自立支援を整理する 

第８回 

テーマ｢心身機能・構造と介護過程｣ 

生活支援活動時には、こころとからだのしくみの理解が

重要であることを認識して、介護過程の展開が行えるよ

う学習する。 

事前学習 心身機能・構造と介護過程を考える 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程における心身機

能・構造を整理する 

第９回 

テーマ｢廃用症候群について理解｣ 

廃用症候群を理解し、廃用症候群の悪循環とその原因と

メカニズムを学び、悪循環から良循環に変えていく支援

について学ぶ。その中で生活における介護の視点を理解

していく。 

事前学習 廃用症候群について考える 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程における廃用症

候群を整理する 

第１０回 

テーマ｢介護過程とリハビリテーション｣ 

リハビリテーションに繋がる生活における介護福祉士

が担う役割を理解し、介護過程におけるリハビリテーシ

ョンの重要性を学習する。 

事前学習 介護過程とリハビリテーションを考える 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程におけるリハビ

リテーションを整理する 

第１１回 

テーマ｢介護過程とアセスメント①｣ 

介護過程に必要なアセスメントは何かを理解し、アセス

メントの視点、必要な情報とは何か、情報収集の方法、

収集した情報の整理の方法を学習する。 

事前学習 アセスメントとは何かを考える 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程におけるアセス

メントについて整理する 

第１２回 

テーマ｢介護過程とアセスメント②｣ 

情報の収集と整理された中で、対象者が自分らしく生活

するための課題・ニーズは何か、分析することが必要で

あり、その方法を概略的に学習する。 

事前学習 課題･ニーズとは何かを考える 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程における課題･ニ

ーズについて整理する 

第１３回 

テーマ｢介護過程における記録｣ 

介護過程における記録は、展開を行う上でのアセスメン

ト、課題分析、計画書であり、実施後には実施経過記録、

評価等が全て重要であることを学習する。 

事前学習 介護過程における記録について考える 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程における記録に

ついて整理する 

第１４回 

テーマ｢介護過程の展開とチームアプローチ｣ 

介護過程を行うにあたり、アセスメント及びカンファレ

ンス等において、他職種との情報の共有や連携が必要で

あり、実施においても同様であることを学習する。 

事前学習 
介護過程の展開とチームアプローチについ

て考える 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程におけるチーム

アプローチについて整理する 

第１５回 

テーマ｢介護過程と権利擁護、法令順守｣ 

介護過程を行うにあたり、個人情報を収集することか

ら、対象者の人権を守り、適正な方法で実施していくこ

とを学習する。 

事前学習 
介護過程と権利擁護、法令順守について考え

る 

事後学習 
授業の内容を基に介護過程における権利擁

護・法令遵守について整理する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 介護過程Ⅱ （4単位） 

３．科目番号 SNMP3122 

２．授業担当教員 岡田 稔 

４．授業形態 講義・演習・実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

他の科目で学習した知識や技術を統合して、介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切な介護サービス

の提供ができる能力を養う学習とする。 

本科目においては、ADL、IADL のそれぞれの生活支援の場面について、生活支援技術を振り返りながら

介護過程を理解する。その上で紙上事例を通して、生活全般における視点の中でアセスメントを行い、個々

の課題・ニーズを導きだし、計画書の作成、カンファレンスや評価の方法を身につけることを目的とする。 

実技・演習を通して、ADL、IADL 等の生活支援の場面について、一つずつ活動の展開過程を行い、計画

書を作成する。また、紙上事例を用いて、アセスメント、計画書の作成、カンファレンスの実施を行ってい

く。 

介護実習Ⅱで実施した介護過程の展開について振り返り、自らの介護過程の実践の課題を明らかにし、今

後の学習目標を明確にできるように進めていく。 

８．学習目標 

1.ADL、IADLのそれぞれの生活支援の場面における活動過程を理解する。 

2.認知症の症状や行動に対して支援過程の展開ができる。 

3.生活支援全般における介護過程の展開を行うことができる。 

4.紙上事例を通して、介護過程の展開を行うことができる。 

5.カンファレンスを行うことができる。 

6.自らの介護過程の実践の課題を明らかにし、今後の目標を明確にできる。 

7.グループにおいて計画書の作成を行うことから、グループワークの方法と実際が行えるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各回とも授業の中でまとめて発表・レポート提出をする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】「障害の理解Ⅰ」「心身機能と構造Ⅰ」で使用したテキストも使用する。 
【参考書】『ICFを取り入れた介護過程の展開』建帛社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.ADL、IADLのそれぞれの生活支援の場面における活動過程を理解できたか。 

2.自らの介護過程の実践の課題を明らかにし、今後の目標を明確にできたか。 

3.グループワークの方法と実際が行えたか。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度、を総合的に評価する] 

1.レポート 50％ 

2.授業態度 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

介護実習Ⅱに向けて、実践力が身につけられるように一回一回の授業を大切に授業に臨んで欲しい。また、

授業ごとに展開が進んでいくために、一回の授業で学んだことを確実に身につけて欲しい。 
介護総合演習Ⅲの授業で行なわれる内容(すなわち実践)につなげていけるように学んで欲しい。 
グループワークへの積極的な参加とチームケアを意識したグループワークの実践が行えるように進めて欲し

い。介護過程の理解が介護実習Ⅱ大きく影響することを念頭において授業に臨んでほしい。 

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 

授業の概要説明と進め方について 
テーマ「生活支援における介護過程の展開方法につい
て①」 

生活支援における介護過程の展開の方法(アセスメン
ト、課題分析、課題・ニーズの把握、計画の立案、評
価)について概略的に学習をする。 

事前学習 
シラバスをよく読み、本科目の内容を理解す
る。介護過程の展開の具体的方法を考える。 

事後学習 介護過程の展開の方法を整理する。 

第２回 

テーマ「生活支援における介護過程の展開方法につい
て②」 

介護過程の展開を具体的に行えるよう、グループ演習
を行いながら理解を深めていく。 

事前学習 介護過程の展開の具体的方法を考える。 

事後学習 
介護過程の展開の具体的方法授業の内容を踏

まえて整理する。 

第３回 
テーマ｢起居動作における活動過程｣① 

生活活動の起居における一連の活動(動作)について、
実技・演習を通して活動過程を整理する。 

事前学習 生活支援技術Ⅱの起居動作を振り返る。 

事後学習 起居動作の活動展開を整理する。 

第４回 

テーマ｢起居動作における活動過程｣② 
生活活動の起居における一連の活動(動作)について、
実技・演習を通して活動過程を整理した内容を基にグ

ループで計画書を作成する。 

事前学習 起居動作の活動展開計画を考える。 

事後学習 計画書を作成し提出する。 

第５回 
テーマ｢移乗・移動における活動過程｣① 
生活活動の移乗・移動における一連の活動(動作)につ

いて、実技・演習を通して活動過程を整理する。 

事前学習 生活支援技術Ⅱの移乗・移動を振り返る。 

事後学習 移乗・移動の活動展開を整理する。 

第６回 

テーマ｢移乗・移動における活動過程｣② 

生活活動の移乗・移動における一連の活動(動作)につ
いて、実技・演習を通して活動過程を整理した内容を
基にグループで計画書を作成する。 

事前学習 移乗・移動の活動展開計画を考える。 

事後学習 計画書を作成し提出する。 



 

 

 

第７回 
テーマ｢着脱衣における活動過程｣① 
生活活動の着脱衣における一連の活動(動作)につい
て、実技・演習を通して活動過程を整理する。 

事前学習 生活支援技術Ⅱの着脱衣を振り返る。 

事後学習 着脱衣の活動展開を整理する。 

第８回 

テーマ｢着脱衣における活動過程｣② 
生活活動の着脱衣における一連の活動(動作)につい

て、実技・演習を通して活動過程を整理した内容を基
にグループで計画書を作成する。 

事前学習 着脱衣の活動展開計画を考える。 

事後学習 計画書を作成し提出する。 

第９回 
テーマ｢排泄における活動過程｣① 

生活活動の排泄における一連の活動(動作)について、
実技・演習を通して活動過程を整理する。 

事前学習 生活支援技術Ⅱの排泄を振り返る。 

事後学習 排泄の活動展開を整理する。 

第１０回 

テーマ｢排泄における活動過程｣② 
生活活動の排泄における一連の活動(動作)について、
実技・演習を通して活動過程を整理した内容を基にグ

ループで計画書を作成する。 

事前学習 排泄の活動展開計画を考える。 

事後学習 計画書を作成し提出する。 

第１１回 
テーマ｢入浴・清潔における活動過程｣① 
生活活動の入浴・清拭における一連の活動(動作)につ

いて、実技・演習を通して活動過程を整理する。 

事前学習 生活支援技術Ⅱの入浴・清潔を振り返る。 

事後学習 入浴・清潔の活動展開を整理する。 

第１２回 

テーマ｢入浴・清潔における活動過程｣② 

生活活動の入浴・清拭における一連の活動(動作)につ
いて、実技・演習を通して活動過程を整理した内容を
基にグループで計画書を作成する。 

事前学習 入浴・清潔の活動展開計画を考える。 

事後学習 計画書を作成し提出する。 

第１３回 
テーマ｢食事(摂取)における活動過程｣① 
生活活動の食事(摂取)における一連の活動(動作)につ
いて、実技・演習を通して活動過程を整理する。 

事前学習 生活支援技術Ⅱの｢食事(摂取)を振り返る。 

事後学習 ｢食事(摂取)の活動展開を整理する。 

第１４回 

テーマ｢食事(摂取)における活動過程｣② 
生活活動の食事(摂取)における一連の活動(動作)につ

いて、実技・演習を通して活動過程を整理した内容を
基にグループで計画書を作成する。 

事前学習 ｢食事(摂取)の活動展開計画を考える。 

事後学習 計画書を作成し提出する。 

第１５回 

テーマ｢整容・口腔ケアにおける活動過程｣ 

生活活動の整容・口腔ケアにおける一連の活動(動作)
について、実技・演習を通して活動過程を整理し、グ
ループで計画書を作成する。 

事前学習 生活支援技術Ⅱの整容・口腔ケアを振り返る。 

事後学習 
整容・口腔ケアの活動展開を整理して計画書を

作成し提出する。 

第１６回 

テーマ｢食事に関わる活動過程｣ 
生活活動の食事に関わる調理、片付け等の一連の活動

(動作)について、実技・演習を通して活動過程を整理
し、グループで計画書を作成する。 

事前学習 生活支援技術Ⅱの食事を振り返る。 

事後学習 
食事の活動展開を整理して計画書を作成し提

出する。 

第１７回 

テーマ｢衣・居に関わる活動過程｣ 

生活活動の衣類の洗濯、掃除等の一連の活動(動作)に
ついて、実技・演習を通して活動過程を整理し、グル
ープで計画書を作成する。 

事前学習 衣・居住環境について考える。 

事後学習 

活動展開における生活活動の衣類の洗濯、掃除

等の一連の活動(動作)について、実技・演習を

通して活動過程を整理する。 

第１８回 
テーマ｢認知症に関わる支援過程｣① 
認知症の症状や活動(行動)に対して、実技・演習を通

して支援過程を整理する。 

事前学習 認知症の症状・特性について考える。 

事後学習 認知症の症状について整理する。 

第１９回 

テーマ｢認知症に関わる支援過程｣② 

認知症の症状や活動(行動)に対して、実技・演習を通
して支援過程を整理した内容を基にグループで計画書
を作成する。 

事前学習 認知症の支援について考える。 

事後学習 計画書を作成し提出する。 

第２０回 

テーマ｢その他の支援過程｣ 
その他、服薬、金銭管理、外出等の生活の場面におけ
る活動(動作)について、実技・演習を通して支援過程

を整理し、計画書を作成する。 

事前学習 ＩＡＤＬ等の活動展開を考える。 

事後学習 
ＩＡＤＬ等の活動展開を整理して計画書を作

成し提出する。 

第２１回 
テーマ｢生活全般における介護過程の展開｣紙上事例を

通して① 
事例を読む、事例内容を確認する。 

事前学習 事例を読み内容について考える。 

事後学習 事例の内容の整理を行う。 

第２２回 
テーマ｢生活全般における介護過程の展開｣紙上事例を

通して② 
アセスメントを行う。情報の収集・整理を行う。 

事前学習 事例アセスメントついて考える。 

事後学習 事例のアセスメントの整理を行う。 

第２３回 
テーマ｢生活全般における介護過程の展開｣紙上事例を
通して③ 
課題分析を行う。 

事前学習 事例の課題分析について考える。 

事後学習 事例の課題分析の整理を行う。 

第２４回 
テーマ｢生活全般における介護過程の展開｣紙上事例を
通して④ 
課題・ニーズの抽出・整理を行う。 

事前学習 事例の課題・ニーズについて考える。 

事後学習 事例の課題ニーズの整理を行う。 

第２５回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開振り返る｣
① 

介護実習Ⅱで行ったアセスメント、課題分析、課題・
ニーズの抽出・整理までを発表する。 

事前学習 自らが実践した介護過程の展開の発表の準備。 

事後学習 授業内で検討したものを整理する。 

第２６回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開振り返る｣

② 
グループにおいて見直しの検討を行うと共に自分自身
の課題を明らかにする。 

事前学習 課題を明確にする。 

事後学習 授業内で検討した課題を整理する。 

第２７回 
テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開振り返る｣
③ 

事前学習 目標を考える。 

事後学習 授業内で検討した目標を整理する。 



 

 

グループにおいて見直しの検討を行うと共に自分自身
の課題を明らかにする。自分自身の目標も明らかにす
る。 

第２８回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開振り返る｣
④ 
介護実習Ⅱで行ったアセスメント、課題分析、課題・

ニーズについて明確にし、修正を行なう。 

事前学習 他学生の展開について考える。 

事後学習 授業内で検討した課題・ニーズを修正する。 

第２９回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開振り返る｣

⑤ 
介護実習Ⅱで行ったアセスメント、課題分析、課題・
ニーズから支援の方法を検討する。 

事前学習 
自らが実践した介護過程の支援の方法を考え

る。 

事後学習 授業内で検討した支援の方法を整理する。 

第３０回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開振り返る｣
⑥ 
介護実習Ⅱで行ったアセスメント、課題分析、課題・

ニーズから支援の方法を検討した内容を発表する。 

事前学習 支援の方法について発表の準備。 

事後学習 発表した内容についての修正を行なう。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 介護過程Ⅲ （4単位） 

３．科目番号 SNMP3123 

２．授業担当教員 岡田 稔 

４．授業形態 講義・演習・実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

他の科目で学習した知識や技術を統合して、介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切な介護サービス

の提供ができる能力を養う学習とする。 

本科目においては、介護実習で行ってきた利用者に対してのアセスメントをもとに計画書を作成し、カン

ファレンスにおいて検討を行い、よりよい計画書の作成を行えるようにする。さらに、障害に応じた介護過

程の展開が行うことができるように学習する。また、終末期や居宅における介護過程の展開が行えるように

学習する。 

実技・演習を通して、障害に応じた介護過程の視点を学んでいく。また、介護実習Ⅱで行ってきた利用者

について、再度、介護過程の展開(課題分析、計画の作成、カンファレンス、実施)を行う。 

８．学習目標 

1.障害に応じた介護過程の展開について理解する。 

2.実習の事例を通して、計画書の作成が行える。 

3.計画書について、カンファレンスを行うことができる。 

4.終末期における介護過程を理解できる。 

5.居宅における介護過程が理解できる。 

6.介護過程の展開が行える。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各回とも授業の中でまとめて発表・レポート提出をする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】「障害の理解Ⅰ」「身体機能と構造Ⅰ」で使用しているテキストを使用する。 

【参考書】『ＩＣＦを取り入れた介護過程の展開』建帛社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）他の科目で学習した知識や技術を統合して、介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切な介護サービ

スの提供ができたか。 

２）介護実習で行ってきた利用者に対してのアセスメントをもとに計画書を作成し、カンファレンスにおい

て検討を行い、よりよい計画書の作成を行えたか。 

３）障害に応じた介護過程の展開が行うことができる。また、終末期や居宅における介護過程の展開が行え

たか。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度、を総合的に評価する] 

1.レポート 50％ 

2.授業態度 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

介護実習Ⅲに向けて、実践力が身につけられるように一回一回の授業を大切に授業に臨んで欲しい。また、

授業ごとに展開が進んでいくために、一回の授業で学んだことを確実に身につけて欲しい。 

介護総合演習Ⅲの授業で行なわれる内容(すなわち実践)につなげていけるように学んで欲しい。 

グループワークの実践がスムーズに行えるようにして欲しい。 

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 

授業の概要説明と進め方について 

テーマ｢虚弱高齢者の介護過程｣① 

虚弱高齢者の特性を理解し、生活支援における介護過

程の展開の視点についてグループで検討する。 

事前学習 
シラバスをよく読み、本科目の内容を理解す

る。虚弱高齢者の特性を理解する。 

事後学習 虚弱高齢者に対する介護過程を整理する。 

第２回 

テーマ｢虚弱高齢者の介護過程｣② 

虚弱高齢者の特性を理解し、生活支援における介護過

程の展開の視点についてグループで検討したことを、

シートにまとめ発表を行う。それに対して、質疑応答

や助言を行い完成させる。 

事前学習 虚弱高齢者の生活支援を考える。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第３回 

テーマ｢寝たきり高齢者の介護過程｣① 

寝たきり高齢者の特性を理解し、生活支援における介

護過程の展開の視点についてグループで検討する。 

事前学習 寝たきり高齢者の特性を理解する。 

事後学習 寝たきり高齢者に対する介護過程を整理する。 

第４回 

テーマ｢寝たきり高齢者の介護過程｣② 

寝たきり高齢者の特性を理解し、生活支援における介

護過程の展開の視点についてグループで検討したこと

を、シートにまとめ発表を行う。それに対して、質疑

応答や助言を行い完成させる。 

事前学習 寝たきり高齢者の生活支援を考える。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第５回 

テーマ｢認知症高齢者の介護過程｣① 

認知症高齢者の特性を理解し、生活支援における介護

過程の展開の視点についてグループで検討する。 

事前学習 認知症高齢者の特性を理解する。 

事後学習 認知症高齢者に対する介護過程を整理する。 

第６回 テーマ｢認知症高齢者の介護過程｣② 事前学習 認知症高齢者の生活支援を考える。 



 

 

 

認知症高齢者の特性を理解し、生活支援における介護

過程の展開の視点についてグループで検討したこと

を、シートにまとめ発表を行う。それに対して、質疑

応答や助言を行い完成させる。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第７回 

テーマ｢視覚・聴覚障害者の介護過程｣① 

視覚・聴覚障害者の特性を理解し、生活支援における

介護過程の展開の視点についてグループで検討する。 

事前学習 視覚・聴覚障害者の特性を理解する。 

事後学習 
視覚・聴覚障害者に対する介護過程を整理す

る。 

第８回 

テーマ｢視覚・聴覚障害者の介護過程｣② 

視覚・聴覚障害者の特性を理解し、生活支援における

介護過程の展開の視点についてグループで検討したこ

とを、シートにまとめ発表を行う。それに対して、質

疑応答や助言を行い完成させる。 

事前学習 視覚・聴覚障害者の生活支援を考える。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第９回 

テーマ｢身体障害者(児)の介護過程｣① 

身体障害者(児)の特性を理解し、生活支援における介

護過程の展開の視点についてグループで検討する。 

事前学習 身体障害者(児)の特性を理解する。 

事後学習 身体障害者(児)に対する介護過程を整理する。 

第１０回 

テーマ｢身体障害者(児)の介護過程｣② 

身体障害者(児)の特性を理解し、生活支援における介

護過程の展開の視点についてグループで検討したこと

を、シートにまとめ発表を行う。それに対して、質疑

応答や助言を行い完成させる 

事前学習 身体障害者(児)の生活支援を考える。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第１１回 

テーマ｢肢体不自由者(児)の介護過程｣① 

肢体不自由者(児)の特性を理解し、生活支援における

介護過程の展開の視点についてグループで検討する。 

事前学習 肢体不自由者(児)の特性を理解する。 

事後学習 
肢体不自由者(児)に対する介護過程を整理す

る。 

第１２回 

テーマ｢肢体不自由者(児)の介護過程｣② 

肢体不自由者(児)の特性を理解し、生活支援における

介護過程の展開の視点についてグループで検討したこ

とを、シートにまとめ発表を行う。それに対して、質

疑応答や助言を行い完成させる 

事前学習 肢体不自由者(児)の生活支援を考える。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第１３回 

テーマ｢知的障害者(児)の介護過程｣① 

知的障害者(児)の特性を理解し、生活支援における介

護過程の展開の視点についてグループで検討する。 

事前学習 知的障害者(児)の特性を理解する。 

事後学習 知的障害者(児)に対する介護過程を整理する。 

第１４回 

テーマ｢知的障害者(児)の介護過程｣② 

知的障害者(児)の特性を理解し、生活支援における介

護過程の展開の視点についてグループで検討したこと

を、シートにまとめ発表を行う。それに対して、質疑

応答や助言を行い完成させる 

事前学習 知的障害者(児)の生活支援を考える。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第１５回 

テーマ｢精神障害者(児)の介護過程｣① 

精神障害者(児)の特性を理解し、生活支援における介

護過程の展開の視点についてグループで検討する。 

事前学習 精神障害者(児)の特性を理解する。 

事後学習 精神障害者(児)に対する介護過程を整理する。 

第１６回 

テーマ｢精神障害者(児)の介護過程｣② 

精神障害者(児)の特性を理解し、生活支援における介

護過程の展開の視点についてグループで検討したこと

を、シートにまとめ発表を行う。それに対して、質疑

応答や助言を行い完成させる。 

事前学習 精神障害者(児)の生活支援を考える。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第１７回 

テーマ｢内部障害者・重複障害者の介護過程｣① 

内部障害者、重複障害者(児)の特性を理解し、生活支

援における介護過程の展開の視点を演習・実技を通し

て学習する。 

事前学習 内部障害者・重複障害者の特性を理解する。 

事後学習 
内部障害者・重複障害者に対する介護過程を整

理する。 

第１８回 

テーマ｢内部障害者・重複障害者の介護過程｣② 

内部障害者、重複障害者(児)の特性を理解し、生活支

援における介護過程の展開の視点を演習・実技を通し

て学習する。 

学習したことをシートにまとめ発表を行う。それに対

して、質疑応答や助言を行い完成させる 

事前学習 内部障害者・重複障害者の生活支援を考える。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第１９回 

テーマ｢終末期の介護過程｣ 

終末期における本人・家族の心理を含め、生活支援に

おける介護過程の展開の視点についてグループで検討

する。 

事前学習 終末期における本人・家族の心理を理解する。 

事後学習 
終末期における本人・家族に対する介護過程を

整理する。 

第２０回 

テーマ｢終末期の介護過程｣ 

終末期における本人・家族の心理を含め、生活支援に

おける介護過程の展開の視点についてグループで検討

したことを、シートにまとめ発表を行う。それに対し

て、質疑応答や助言を行い完成させる 

事前学習 
終末期における本人・家族に対する生活支援を

考える。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第２１回 

テーマ｢居宅における介護過程｣ 

居宅という環境面、家族等の違いの中での生活支援に

おける介護過程の展開の視点についてグループで検討

事前学習 居宅における介護支援を理解する。 

事後学習 居宅における介護支援の介護過程を考える。 



 

 

する。 

第２２回 

テーマ｢居宅における介護過程｣ 

居宅という環境面、家族等の違いの中での生活支援に

おける介護過程の展開の視点についてグループで検討

したことを、シートにまとめ発表を行う。それに対し

て、質疑応答や助言を行い完成させる 

事前学習 居宅における生活支援を考える。 

事後学習 活動展開計画を作成して提出する。 

第２３回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開を行う｣① 

介護実習Ⅱで行ったアセスメント、課題分析、課題・

ニーズの抽出・整理の見直しをグループで行う。 

事前学習 
介護実習Ⅱで行ったアセスメントの整理の見

直しを行う。 

事後学習 授業内で検討されたものを整理する。 

第２４回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開を行う｣② 

介護実習Ⅱで行ったアセスメント、課題分析、課題・

ニーズの抽出・整理の見直しを行う。グループで検討

したことを、シートにまとめ発表を行う。 

事前学習 
介護実習Ⅱで行った課題分析、課題・ニーズの

抽出・整理の見直しを行う。 

事後学習 授業内で検討されたものを整理する。 

第２５回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開を行う｣③ 

介護実習Ⅱで行った対象者について介護計画を立案す

る。 

事前学習 
介護実習Ⅱで行った対象者について介護計画

を考える。 

事後学習 授業内で検討されたものを修正する。 

第２６回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開を行う｣④ 

介護実習Ⅱで行った対象者について介護計画を立案す

る。立案したものを発表する。 

事前学習 介護計画の発表の準備。 

事後学習 発表されたものを修正する。 

第２７回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開を行う｣⑤ 

介護実習Ⅱで行った対象者について介護計画について

カンファレンスを行う。 

事前学習 カンファレンスのレジメ準備。 

事後学習 
授業内でカンファレンスを行なったものを整

理する。 

第２８回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開を行う｣⑥ 

介護実習Ⅱで行った対象者について介護計画について

カンファレンスを行う。カンファレンスのまとめを行

なう。 

事前学習 介護計画の修正。 

事後学習 カンファレンスを行なったまとめ提出。 

第２９回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開を行う｣⑦ 

介護計画を実践してもらい、介護過程の展開における

実施時の記録と評価について学ぶ。 

事前学習 実践記録と評価を考える。 

事後学習 実践記録を書いてみる。 

第３０回 

テーマ｢介護実習Ⅱを通して介護過程の展開を行う｣⑧ 

介護過程の展開について全過程について振り返りを行

う。介護過程の展開についてレポートにまとめて提出

する 

事前学習 介護過程の全過程を考える。 

事後学習 介護過程の展開を振り返る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 外国語活動の指導法 （2単位） 

３．科目番号 

SJEL2412 

SJMP2301 

EDEL2321 ２．授業担当教員 志手 和行 

４．授業形態 
講義、 演習（ペア・グループ活動、ディスカッション、プレゼン

テーション） 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
小学校教諭一種免許状取得希望の者が望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

て、外国語活動への理解を深め、教育現場への応用を考えていく。 

８．学習目標 

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

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

業を通して、教育実践力を高めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 授業内容の理解を深めるために予習・復習としてテキスト内の指定した範囲を読んでもらう。 

2. 発音と語彙力を向上させるために発音と語彙に関するワークシートに取り組んでもらう。 

3. 第10回目以降に、グループで外国語の授業の学習指導案を作成してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】樋口忠彦（代表）『新編 小学校英語教育法入門』研究社、2017年。 

【参考書】各自英和辞書を持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 外国語活動の目標と内容について理解を深めることができたか。 

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

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

いて理解を深めることができたか。 

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

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

小学校の外国語教育は、児童に言語や文化への興味・関心を持たせることがとても大切である。外国語を教

える立場として、まずは自身が英語をことばとして捉え、その学びを楽しめるようにしよう。英語力は高け

れば高いほどよいが、それよりも英語という言語、それに伴う文化的要素について興味をもっと持てるよう

にするとよい。自身が英語を楽しめることが、児童への興味・関心を高めることに繋がっていく。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

 小学校外国語教育の目的と目標 

事前学習 
教科書の第 1章を読み、小学校における外国

語教育の目的と目標を把握する。 

事後学習 
外国語教育の目的と目標について再度教科

書の該当部分を熟読し復習する。 

第２回 

I. 理論編：外国語教育のための指導法 

①Communicative Language Teaching（CLT） 

②The Natural Approach 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.123-126）を読み、指導

法①，②について理解する。 

事後学習 
指導法①、②の特徴及び指導上の留意点につ

いて再度教科書の該当部分を熟読する。 

第３回 

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

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

授法） 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.126-130）を読み、指導

法③，④について理解する。 

事後学習 
指導法③，④の特徴及び指導上の留意点につ

いて再度教科書の該当部分を熟読する。 

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

事前学習 
教科書の第 9章（pp.130-131）を読み、指導

法⑤について理解する。 

事後学習 
指導法⑤の特徴及び指導上の留意点につい

て再度教科書の該当部分を熟読する。 

第５回 ⑥英語の発音と語彙指導 

事前学習 
ワークシートに提示された英単語を発音し、

児童への発音指導について考察する。 

事後学習 
児童への発音と語彙指導に役立つ指導方法

をワークシートを基に振り返る。 

第６回 

II.実践編：外国語体験を通して学ぶ指導技術 

①教師の役割 

②活動形態とクラスの雰囲気づくりの工夫 

事前学習 

教科書の第 3章と指導案１（pp.173-183）を

読み、教師の役割、指導上の工夫について考

えてみる。 

事後学習 
左記①、②の観点から学んだ事をワークシー

トに記入する。 



 

 

第７回 ③教材研究の視点 

事前学習 

教科書の第 7章と第 8章を読み、児童の活動

を促す教材とはどのようなものであるべき

か理解する。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第８回 ④教材・教具・機器の活用法 

事前学習 

教科書の第 10 章を読み、外国語の授業に適

した教材・教具・機器の活用法とは何かにつ

いて理解する。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第９回 ⑤評価のあり方、進め方 

事前学習 
教科書の第 11 章を読み、外国語の授業にお

ける評価方法について理解する。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第１０回 
III. 模擬授業に向けて 

①指導案の作成（Group Work） 

事前学習 指導案の原案を完成させる。 

事後学習 学習を振り返りながら指導案を修正する。 

第１１回 ②模擬授業のリハーサル（Group Work） 
事前学習 授業担当部分の事前準備をする。 

事後学習 指導案とワークシートを最終点検する。 

第１２回 ③模擬授業（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入する。 

第１３回 

③模擬授業（授業観察・質疑応答・自己評価）予備日 

（模擬授業無い場合、授業実践を踏まえての教科書既習

事項の振り返り） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入する。 

第１４回 ④模擬授業の評価・クラスディスカッション・総評 

事前学習 模擬授業評価シートのポイントを確認する。 

事後学習 
模擬授業評価シートを提出できるよう完成

させる。 

第１５回 外国語活動の指導法に関する重要事項の総まとめ 

事前学習 
振り返りシートを見直し、重要事項をまとめ

ておく。 

事後学習 
外国語の授業を実施する上で必要なことを

引き続き実践する。 

  



 

 

１．科目名（単位

数） 
外国語の指導法（2 単位） 

３．科目番号 SJEL2412 

２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動  ５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

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

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができる。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができる。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート課題：  

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

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

樋口忠彦（代表）『新編 小学校英語教育法入門』研究社。 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

【参考書】 

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

【参考資料】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができたか。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができたか。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度、模擬授業を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

多くの知識・技能を習得してください。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
 小学校外国語活動・外国語の目標と特徴 

事前学習 

小学校学習指導要領外国語活動・外国語編

（文部科学省, 2017）を読み、外国語活動・

外国語の目標と特徴を把握する。 

事後学習 

外国語活動・外国語の目標と特徴について再

度学習指導要領の該当部分を熟読し復習す

る。 

第２回 
英語教育における小・中・高等学校の連携と小学校の役
割 

事前学習 

教科書第 1 章を読み、小・中・高等学校で一

貫した英語教育の目標と小学校の役割につ

いて把握する。 

事後学習 

小・中・高等学校で一貫した英語教育の目標

と小学校の役割について再度教科書の該当

部分を熟読し復習する。 

第３回 指導者の役割（児童や学校の多様性への対応） 

事前学習 

教科書第 3 章を読み、児童や学校の多様性へ

の対応を含む指導者の役割について把握す

る。 

事後学習 
指導者の役割について再度教科書の該当部

分を熟読し復習する。 

第４回 主教材の趣旨、構成、特徴 

事前学習 
教科書 4 章を読み、主教材の趣旨、構成、特

徴について把握する。 

事後学習 
主教材の趣旨、構成、特徴について再度教科

書の該当部分を熟読し復習する。 

第５回 児童期の第二言語習得１（受信と発信） 事前学習 

教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得

において受信から発信へと進むプロセスに

ついて把握する。 



 

 

事後学習 
受信から発信へと進むプロセスについて再

度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第６回 児童期の第二言語習得２（音声と文字） 

事前学習 

教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得

において音声から文字へと進むプロセスに

ついて把握する。 

事後学習 
音声から文字へと進むプロセスについて再

度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第７回 指導技術１（英語での語りかけと発話の引き出し方） 

事前学習 

教科書第 6 章と第 9 章を読み、英語を介した

児童とのコミュニケーションの仕方につい

て把握する。 

事後学習 

英語を介した児童とのコミュニケーション

の仕方について再度教科書の該当部分を熟

読し復習する。 

第８回 指導技術２（文字言語への導き方） 

事前学習 
教科書第 6 章と第 9 章を読み、文字言語への

導き方について把握する。 

事後学習 
文字言語への導き方について再度教科書の

該当部分を熟読し復習する。 

第９回 授業づくり１（教材研究と指導計画の立て方） 

事前学習 
教科書第 5 章と第 12 章を読み、教材研究と

指導計画について把握する。 

事後学習 
教材研究と指導計画の立て方について再度

教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第１０回 
授業づくり２（ティーム・ティーチングと ICT 教材の活

用方法） 

事前学習 

教科書第 9 章と第 10 章を読み、ティーム・

ティーチングと ICT 教材の活用方法につい

て把握する。 

事後学習 

ティーム・ティーチングと ICT 教材の活用方

法について再度教科書の該当部分を熟読し

復習する。 

第１１回 授業づくり３（学習状況の評価） 

事前学習 
教科書第 11 章を読み、学習状況の評価につ

いて把握する。 

事後学習 
学習状況の評価について再度教科書の該当

部分を熟読し復習する。 

第１２回 
模擬授業 

Block 1 : グループ発表・評価・Discussion・総評  

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 

模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入し今後の授業に活か

す。 

第１３回 
模擬授業 

Block 2 :グループ発表・評価・Discussion・総評  

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 

模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入し、今後の授業に活か

す。 

第１４回 
 模擬授業 

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

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。                   

事後学習 

模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入し、今後の授業に活か

す。 

第１５回 

模擬授業 

Block 4 : グループ発表・評価・Discussion・総評 

まとめ 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 
外国語活動・外国語を実施する上で必要なこ

とを引き続き実践する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
外国語の指導法（2単位） 

３．科目番号 
SSMP3646 

EDEL2323 
２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動  ５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

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

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができる。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができる。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート課題：  

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

④模擬授業評価シート ⑤グループによる指導案          

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

樋口忠彦（代表）『新編 小学校英語教育法入門』研究社。 

小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

【参考書】 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができたか。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができたか。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度、模擬授業を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

多くの知識・技能を習得してください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

事前学習 
小学校学習指導要領（文部科学省, 2017）を読み、外国

語活動・外国語の目標と特徴を把握する。 

事後学習 
外国語活動・外国語の目標と特徴について再度学習指

導要領の該当部分を熟読し復習する。 

第２回 
英語教育における小・中・高等学校の連携と小
学校の役割 

事前学習 
教科書第 1 章を読み、小・中・高等学校で一貫した英

語教育の目標と小学校の役割について把握する。 

事後学習 

小・中・高等学校で一貫した英語教育の目標と小学校

の役割について再度教科書の該当部分を熟読し復習す

る。 

第３回 指導者の役割（児童や学校の多様性への対応） 

事前学習 
教科書第 3 章を読み、児童や学校の多様性への対応を

含む指導者の役割について把握する。 

事後学習 
指導者の役割について再度教科書の該当部分を熟読し

復習する。 

第４回 主教材の趣旨、構成、特徴 

事前学習 
教科書 4 章を読み、主教材の趣旨、構成、特徴につい

て把握する。 

事後学習 
主教材の趣旨、構成、特徴について再度教科書の該当

部分を熟読し復習する。 

第５回 児童期の第二言語習得１（受信と発信） 

事前学習 
教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得において

受信から発信へと進むプロセスについて把握する。 

事後学習 
受信から発信へと進むプロセスについて再度教科書の

該当部分を熟読し復習する。 



 

 

第６回 児童期の第二言語習得２（音声と文字） 

事前学習 
教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得において

音声から文字へと進むプロセスについて把握する。 

事後学習 
音声から文字へと進むプロセスについて再度教科書の

該当部分を熟読し復習する。 

第７回 
指導技術１（英語での語りかけと発話の引き出
し方） 

事前学習 
教科書第 6 章と第 9 章を読み、英語を介した児童との

コミュニケーションの仕方について把握する。 

事後学習 
英語を介した児童とのコミュニケーションの仕方につ

いて再度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第８回 指導技術２（文字言語への導き方） 

事前学習 
教科書第 6 章と第 9 章を読み、文字言語への導き方に

ついて把握する。 

事後学習 
文字言語への導き方について再度教科書の該当部分を

熟読し復習する。 

第９回 授業づくり１（教材研究と指導計画の立て方） 

事前学習 
教科書第 5章と第 12章を読み、教材研究と指導計画に

ついて把握する。 

事後学習 
教材研究と指導計画の立て方について再度教科書の該

当部分を熟読し復習する。 

第１０回 
授業づくり２（ティーム・ティーチングと ICT

教材の活用方法） 

事前学習 
教科書第 9章と第 10章を読み、ティーム・ティーチン

グと ICT教材の活用方法について把握する。 

事後学習 
ティーム・ティーチングと ICT教材の活用方法につい

て再度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第１１回 授業づくり３（学習状況の評価） 

事前学習 
教科書第 11章を読み、学習状況の評価について把握す

る。 

事後学習 
学習状況の評価について再度教科書の該当部分を熟読

し復習する。 

第１２回 
模擬授業 1 －授業展開方法 

（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハーサルを行

っておく。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い点と課題

と対策を記入する。 

第１３回 
模擬授業 2 －本時の目標達成  

（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハーサルを行

っておく。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い点と課題

と対策を記入する。 

第１４回 
模擬授業の評価・クラスディスカッション・総

評、振り返り・授業改善 

事前学習 模擬授業評価シートのポイントを確認する。 

事後学習 模擬授業評価シートを提出できるよう完成させる。 

第１５回 第 2回目～11回目までの重点総復習 

事前学習 振り返りシートを見直し、重要事項をまとめておく。 

事後学習 
外国語活動・外国語を実施する上で必要なことを引き

続き実践する。 

 



 

 

 

１．科目名（単位数） 介護総合演習Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SNMP2164 

２．授業担当教員 荻野 基行 

４．授業形態 講義、演習（カンファレンス グループワーク ロールプレイング） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「介護実習Ⅰ」を終えていること 

７．講義概要 

カンファレンスやグループ活動を通し、実習Ⅰの振り返りを行い、学生個々の学びや経験を共有化する。 

身近な高齢者の事例を通し、地域で生活する高齢者の生活や楽しみ、生きがい、地域とのかかわり、家族

関係、その人らしさについて学び、さらにカンファレンスをすることで、幅広い視点から理解を深めていく。

その上で、それらを支える介護とは何かについて考えていく。カンファレンスでは、自分の役割を認識し、

意見を発言し、有意義なカンファレンスが実践できるようにする。 

８．学習目標 

１．実習Ⅰの学びと経験を共有する。 

２．高齢者の生活、楽しみ、生きがい、地域との関わり、家族関係、その人らしさを理解することができる。 

３．カンファレンスの事前準備ができる。 

４．カンファレンスでテーマに沿った意見が言える。 

５．「その人らしさ」を支える介護について、自分の考えをまとめられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題(40行×30文字で3枚以上) 

１．実習施設の機能、役割、課題について 

２．実習施設での利用者の生活について 

３．その人らしい生活を支える介護福祉士の役割について 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『介護総合演習・介護実習』中央法規出版 

「介護実習の手引き」 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．実習Ⅰの学びと経験を共有することができるか。 

２．高齢者の生活、楽しみ、生きがい、地域との関わり、家族関係、その人らしさを理解することができる

か。 

３．カンファレンスの事前準備ができるか。 

４．カンファレンスでテーマに沿った意見が言えるか。 

５．「その人らしさ」を支える介護について、自分の考えをまとめられるか。 

○評定の方法 

授業への参加度 40% 提出物・レポート 60% 

12．受講生への 

メッセージ 

効果的な実習を行うために重要な科目である。授業には真剣にとりくむこと。授業中の私語、スマートフォ

ン等の使用は禁止。わからないことはそのままにせず、必ず質問をして、理解すること。 

授業の理解度、参加態度、出席状況によっては、実習Ⅱの配属を見合わせることがある。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

実習Ⅰの振り返り① 

実習Ⅰで感じたこと・考えたこと・学んだことを各自

書き出し、グループでまとめ、発表する 

事前学習 実習Ⅰの課題を整理し、提出 

事後学習 発表を聞いて感じたことを整理する 

第２回 

実習Ⅰの振り返り② 

グループで実習施設の機能、役割、課題、についてま

とめる（グループホーム、通所介護、通所リハビリ、

訪問介護、ケアハウス、老健、特養） 

事前学習 実習施設の法的根拠を確認する 

事後学習 次回発表の準備 

第３回 実習施設の機能、役割、課題、について発表① 
事前学習 発表の準備、役割分担 

事後学習 追加された情報を整理する 

第４回 実習施設の機能、役割、課題、について発表② 
事前学習 発表の準備 

事後学習 レポート課題１ 

第５回 
実習Ⅰの振り返り③ 

カンファレンス「実習先で気になったこと」発表 

事前学習 
実習の手引き及びテキストの該当箇所を読

みカンファレンスの概要を理解しておく 

事後学習 
発表を聞いて感じ考え・学んだことを整理す

る 

第６回 

実習Ⅰの振り返り④ 

利用者とのコミュニケーションについて自分のプロセ

スレコードを振り返り、考察する。グループで検討 

事前学習 
実習での自分のコミュニケーションについ

て振り返っておく 

事後学習 プロセスレコードを整理する 

第７回 

実習Ⅰの振り返り⑤ 

利用者とのコミュニケーションについて会話記録を基

にグループでコミュニケーション場面の事例を作成す

る 

事前学習 コミュニケーションの技法を復習しておく 

事後学習 発表の準備 

第８回 利用者とのコミュニケーションについてロールプレイ 事前学習 発表の準備 



 

 

ング 発表 
事後学習 

発表を聞いて感じ・考え・学んだことを整理

する 

第９回 

実習Ⅰの振り返り⑥ 

施設での利用者の生活、楽しみ、生きがい、地域との関

わり、家族関係、その人らしさの理解。在宅生活者の生

活も踏まえ、施設の課題を明確にする 

事前学習 食事・排泄・入浴の意義を復習しておく 

事後学習 発表の準備 

第１０回 施設での利用者の生活について 発表① 
事前学習 発表の準備 

事後学習 発表内容の整理 

第１１回 施設での利用者の生活について 発表② 
事前学習 発表の準備 

事後学習 レポート課題２ 

第１２回 他職種の役割と協働 
事前学習 

実習先の他職種がどのような役割を担い協

働していたか整理しておく 

事後学習 発表の準備 

第１３回 他職種の役割と協働（発表） 
事前学習 発表の準備 

事後学習 発表内容の整理 

第１４回 介護福祉士の役割 
事前学習 

実習先の介護職員がどのような役割を担っ

ていたか整理しておく 

事後学習 授業内容の整理 

第１５回 
カンファレンス；テーマ「その人らしさ」を支える介護

について 

事前学習 カンファレンスでの自分の役割を確認する 

事後学習 レポート課題３ 

 



 

 

１．科目名（単位数） 介護総合演習Ⅳ （2単位） 

３．科目番号 SNMP3166 

２．授業担当教員 山下 喜代美 

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 
「介護実習Ⅱ」を終えていること 

７．講義概要 

介護実習Ⅱでの学びと経験をもとに、カンファレンスを行い、利用者の思いやニーズ、介護の役割について

の理解を深める。また、介護技術については、ロールプレイングを行い、利用者に合った手順を確認し、原

理原則と個別性について考察する。介護過程の展開については、介護実習Ⅲの記録用紙に沿って、記入方法

等を具体的に学ぶ。実習中の登校日は、実習経過、実習内容についての確認と指導を行う。 

８．学習目標 

１．介護実習Ⅲの目的（介護家庭の展開能力を育成する）を理解し、説明することができる。 

２．介護実習Ⅲの実習目標、実習内容、実習計画が作成できる。 

３．利用者の思いやニーズを理解することができる。 

４．介護の役割を理解し、説明することができる。 

５．介護技術の原理原則と個別性について理解し、説明することができる。 

６．介護過程の展開についての記録用紙の書き方を理解し身につける。 

７．カンファレンスでは、テーマについて、根拠ある意見が言える。 

８．事例レポートの書き方を理解し身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント 

１．食事、排泄、入浴、移動 の意義、原則、介護の原則についてまとめる 

２．実習施設について調べ、「実習施設の概要」を記入する 

３．介護過程の展開①②③では、適宜提出を求める 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】介護実習の手引き 

【参考書】『介護支援技術Ⅱ』中央法規出版。 

『介護過程』メヂカルフレンド社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．介護実習Ⅲの実習目標を理解し実習計画の具体化など、実習配属のための準備が整ったか 

２．介護技術の原則と個別性を理解し、介護技術を具体化できたか 

３．介護過程の展開関する記録用紙の書き方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、課題を総合的に評価する] 

１ 授業への積極的参加   総合点の５０％ 

２ 授業での課題（提出物） 総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

効果的な実習を行うために重要な科目です。授業には真剣に取り組んでください。 

授業中の私語、スマートフォン等の使用は禁止します。 

わからないことはそのままにせず、必ず質問をして、理解してください。 

授業の理解度、参加態度、出席状況によっては、実習Ⅲの配属を見合わせることがあります。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 授業概要説明 介護実習Ⅲの概要 

実習Ⅱ 他職種の理解についてのまとめ 

事前学習 
実習の手引き pp.10～11を読み、実習の概

要をつかんでおく 

事後学習 アサイメント１  

第２回 
カンファレンスの資料準備   

カンファレンスの進行計画書の作成と必要な資料の準備 

事前学習 テーマの選定理由を考えておく 

事後学習 カンファレンスの役割を確認する 

第３回 

カンファレンス① 

テーマ：施設での生活における利用者の思いと介護の役割に

ついて                アサイメント１ 

事前学習 
テーマについての自分の考えを整理して

おく 

事後学習 
カンファレンスで感じ・考え・学んだこと

を整理する 

第４回 

介護技術（食事、排泄） 

 介護実習Ⅱでの事例をもとに、状況設定をした上で、介護

技術の手順をまとめる。原則がどう具体化されているのか

を確認する 

事前学習 アサイメント１提出 

事後学習 次回発表の準備 

第５回 
ロールプレイで発表① 

介護技術の原則と個別性について考察する 

事前学習 発表の準備 

事後学習 指摘箇所の整理 

第６回 
ロールプレイで発表② 

介護技術の原則と個別性について考察する 

事前学習 発表の準備 

事後学習 指摘箇所の整理 

第７回 

介護技術（入浴、移動・移乗） 

介護実習Ⅱでの事例をもとに状況設定をして上で、介護技

術の手順をまとめる。原則がどう具体化されているのかを

確認する 

事前学習 入浴、移動・移乗の意義を確認しておく 

事後学習 発表の準備 

第８回 
ロールプレイで発表③ 

介護技術の原則と個別性について考察する 

事前学習 発表の準備 

事後学習 指摘箇所の整理 

第９回 ロールプレイで発表④ 事前学習 発表の準備 



 

 

介護技術の原則と個別性について考察する 
事後学習 

介護技術の原則と個別性についてまとめ

る 

第１０回 

実習目標、実習内容、実習計画の作成     

介護実習Ⅲの目的、目標、を詳しく解説し、各自の実習目

標、実習内容、実習計画を作成する 

アサイメント２ 

事前学習 
実習の手引き pp.10～11を読み、実習内容

を確認しておく 

事後学習 アサイメント２ 

第１１回 

介護過程の展開①  

実習で使用する記録用紙（計画書）の書き方を学ぶ 

計画書の立案と作成の説明、目標、計画内容、留意点、観

察評価項目 

事前学習 介護過程の展開を復習しておく 

事後学習 記録用紙の書き方のポイントをまとめる 

第１２回 

介護過程の展開②  

実習で使用する記録用紙（経過記録）の書き方を学ぶ。POS

と SOAPについて 

事前学習 前回のプリントを復習しておく 

事後学習 記録用紙の書き方のポイントをまとめる 

第１３回 
介護過程の展開③ 

実習で使用する記録用紙に経過記録を記入する 

事前学習 前回のプリントを復習しておく 

事後学習 記録用紙の書き方のポイントをまとめる 

第１４回 

事例報告レポートについて      

受け持ち利用者の事例報告レポートの書き方を学習する 

実習直前オリエンテーション     

実習の留意事項 諸注意の確認 

事前学習 実習の手引き p.13を読んでおく 

事後学習 介護過程、記録用紙の書き方を復習する 

第１５回 
登校日 

実習経過、実習内容の確認と指導 

事前学習 アセスメントを整理しておく 

事後学習 指摘箇所の整理と修正 

 



 

 

１．科目名（単位数） 介護福祉士養成演習Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 GECD3223 

２．授業担当教員 岡田 稔・荻野 基行・山下 喜代美・櫻井 恵美 

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 

領域｢介護｣｢人間と社会｣｢こころとからだのしくみ｣について、その関連性をふまえ、それぞれの科目に

ついての要点の整理を行うと共に、科目ごとの要点について整理をしながら理解を深めていく。特に本科

目においては、介護福祉士として必要な「人間の尊厳と自立」「こころとからだのしくみ」｢認知症の理解｣

「介護の基本」「コミュニケーション技術」「生活支援技術」について、本学期に行なわれる介護実習Ⅲの

実践に必要な知識の復習を含め授業を進めていく。 

８．学習目標 

1.領域｢介護｣｢人間と社会｣｢こころとからだのしくみ｣の関連性について理解し、説明することができる。 

2.介護福祉士として必要な知識・技術の要点が整理できる。 

3.介護実習Ⅲに向けて必要な知識・技術について理解を深められ、実践に結び付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業中に適宜発表の機会を設けて進めていく。グループ内での発表については、必ず予習をして資料を配

布すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】既に終了した授業において、使用した教科書の中で必要なテキストを示しながら進めていく。 

必要に応じて資料を作成して配布する。 

【参考書】授業の中で紹介していく。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.領域｢介護｣｢人間と社会｣｢こころとからだのしくみ｣の国家試験に対応できる知識を身につけることがで

きたか。 

2.介護実習Ⅲに向けて必要な知識・技術について理解を深められ、実践に結び付けることができたか。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度、を総合的に評価する] 

１ レポート        総合点の 60％ 

２ 授業態度        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

領域ごとの関連性と介護福祉士として必要な知識・技術の要点が整理でき、実践に向けて知識が深まるよ

うに積極的に学んで欲しい。解らないことは、そのままにせず理解できるようにして欲しい。 

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 

テーマ「介護福祉士養成演習の意義と進め方について」 

介護福祉士養成演習の必要性と国家試験の動向につい

て理解をする。また、養成演習の進め方について理解を

する。 

事前学習 
シラバスをよく読み、本科目の内容を理解す

る 

事後学習 専門科目の習熟内容を振り返る 

第２回 

テーマ｢(領域)人間と社会｣① 

本学開講科目、社会福祉Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に

指定されたテーマに沿って各自がグループ内で発表し、

理解を深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第３回 

テーマ｢(領域)人間と社会｣② 

本学開講科目、社会福祉Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に

指定されたテーマに沿って各自がグループ内で発表し、

理解を深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第４回 

テーマ｢(領域)人間と社会｣③ 

本学開講科目、社会福祉Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に

指定されたテーマに沿って各自がグループ内で発表し、

理解を深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第５回 

テーマ｢(領域)人間と社会｣④ 

本学開講科目、社会福祉Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に

指定されたテーマに沿って各自がグループ内で発表し、

理解を深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第６回 

テーマ｢(領域)人間と社会｣⑤ 

本学開講科目、社会福祉Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に

指定されたテーマに沿って各自がグループ内で発表し、

理解を深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第７回 

テーマ｢(領域)こころとからだのしくみ・こころとから

だのしくみ｣① 

本学開講科目、身体構造Ⅰ・Ⅱ、障害の理解Ⅰ・Ⅱで学

習した内容を中心に指定されたテーマに沿って各自が

グループ内で発表し、理解を深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 



 

 

第８回 

テーマ｢(領域)こころとからだのしくみ・こころとから

だのしくみ｣② 

本学開講科目、身体構造Ⅰ・Ⅱ、障害の理解Ⅰ・Ⅱで学

習した内容を中心に指定されたテーマに沿って各自が

グループ内で発表し、理解を深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第９回 

テーマ｢(領域)こころとからだのしくみ・こころとから

だのしくみ｣③ 

本学開講科目、身体構造Ⅰ・Ⅱ、障害の理解Ⅰ・Ⅱで学

習した内容を中心に指定されたテーマに沿って各自が

グループ内で発表し、理解を深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第１０回 

テーマ｢(領域)こころとからだのしくみ・こころとから

だのしくみ｣④ 

本学開講科目、身体構造Ⅰ・Ⅱ、障害の理解Ⅰ・Ⅱで学

習した内容を中心に指定されたテーマに沿って各自が

グループ内で発表し、理解を深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第１１回 

テーマ｢(領域)こころとからだのしくみ・こころとから

だのしくみ｣⑤ 

本学開講科目、身体構造Ⅰ・Ⅱ、障害の理解Ⅰ・Ⅱで学

習した内容を中心に指定されたテーマに沿って各自が

グループ内で発表し、理解を深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第１２回 

テーマ｢(領域)介護・生活支援技術｣① 

本学開講科目、介護概論・生活支援技術・基本Ⅰ・Ⅱ、

生活支援技術形態Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に指定さ

れたテーマに沿って各自がグループ内で発表し、理解を

深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第１３回 

テーマ｢(領域)介護・生活支援技術｣② 

本学開講科目、介護概論・生活支援技術・基本Ⅰ・Ⅱ、

生活支援技術形態Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に指定さ

れたテーマに沿って各自がグループ内で発表し、理解を

深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第１４回 

テーマ｢(領域)介護・生活支援技術｣③ 

本学開講科目、介護概論・生活支援技術・基本Ⅰ・Ⅱ、

生活支援技術形態Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に指定さ

れたテーマに沿って各自がグループ内で発表し、理解を

深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

第１５回 

 テーマ｢(領域)介護・生活支援技術｣④ 

本学開講科目、介護概論・生活支援技術・基本Ⅰ・Ⅱ、

生活支援技術形態Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に指定さ

れたテーマに沿って各自がグループ内で発表し、理解を

深めながら進めていく。 

事前学習 テーマについて調べ、発表の準備をする 

事後学習 
授業の内容を踏まえてレポートを作成し、次

授業で提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 開発経済論 （2単位） 

３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

本授業で興味を持った開発経済学の議論のうち、興味を持った事項につき、具体的な事例も上げながら、
まとめなさい。（1,200字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

黒崎卓、栗田匡相著 
『ストーリーで学ぶ開発経済学』有斐閣ストゥディア、2016年。 

【参考書】 

アマルティア・セン『貧困の克服 ―アジア発展の鍵は何か』集英社新書。   

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講者は、日ごろから経済関係の新聞記事や雑誌に目を通し、関心のある経済ニュースなどについて、その

意味を自分でよく考えておいてください。受講生の高い問題意識と、積極的な参加を期待しています。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（講義概要の説明）経済発展とは 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 経済発展とは何かとその要件をまとめる 

第２回 農業 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 途上国における農業の低生産性をまとめる 

第３回 マイクロファイナンス 

事前学習 農村経済とは何かをまとめる 

事後学習 
マイクロクレジットが機能した理由と限界
を整理する 

第４回 
人的資本（1） 
（教育の男女格差、信用制約、子供の健康問題） 

事前学習 先進国と途上国の教育の違いを調べる 

事後学習 経済発展における教育の効果を学ぶ 

第５回 
人的資本（2） 

（途上国における教育問題のディスカッション） 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 
教育は何故投資とみなすことができるのか
具体的にまとめる 

第６回 
労働移動（1） 
（ルイスモデル、ハリス＝トダロモデル） 

事前学習 都市に住むメリットについて考える 

事後学習 偽装失業についてまとめる 

第７回 
労働移動（2） 
（新しい移動の経済学、グローバル化した移動研究） 

事前学習 空間経済学とは何かを確認する 

事後学習 
頭脳流出と呼ばれる現象のメリット・デメリ

ットをまとめる 

第８回 
経済成長と工業化（1） 

（経済成長、キャッチアップ） 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 東アジア発展の歴史を整理する 

第９回 
経済成長と工業化（2） 

（経済発展の歴史と発展についてディスカッション） 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 東アジアの奇跡が生じた理由をまとめる 

第１０回 技術移転 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 技術移転と経済発展の関係をまとめる 

第１１回 開発金融 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 開発金融と経済発展の関係をまとめる 

第１２回 
開発援助（1） 

（途上国への資金流入、RCT） 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 開発援助と経済発展の関係をまとめる 

第１３回 開発援助（2） 事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

http://www.amazon.co.jp/%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E3%81%AE%E5%85%8B%E6%9C%8D-%E2%80%95%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E7%99%BA%E5%B1%95%E3%81%AE%E9%8D%B5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B-%E9%9B%86%E8%8B%B1%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%B3/dp/4087201279/ref=pd_sim_b_2


 

 

（日本と途上国との経済的結びつきについてディスカ
ッション） 

事後学習 
日本の途上国への経済協力についてまとめ
る 

第１４回 
持続可能な開発 

（環境クズネッツ曲線、地球温暖化問題と途上国） 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 地球温暖化と経済発展の関係をまとめる 

第１５回 まとめ 
事前学習 講義の要点を復習する 

事後学習 講義全体のまとめを行う 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） カウンセリング演習 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP3333 

SNMP3333 

SCMP3333 

SBMP3333 

SPMP3333 

EDPS3306 

２．授業担当教員 鈴木 克也 

４．授業形態 講義（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）、演習（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ）、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「カウンセリングの基礎」の単位を履修していることが望ましい（この科目は、心理学部であれば「カウ

ンセリングの基礎」を発展させていくものですが、社会福祉学部や教育学部の学生は、ソーシャルワークや

教育相談などで学習したものと関連します。）。 

７．講義概要 

カウンセリングの理論は、医療・教育・福祉の現場でも幅広く活用・実践されている。カウンセリングと

は、何らかの援助を求める人（クライエント）に対して、自己理解、環境理解と行動変容（レポートが遅れ

がちな人が日時を守る、悩みが解消する、性格が明るくなる、など）を通して人をエンパワーすることを目

的として、言語的・非言語的なコミュニケーションを道具として援助しようとする人間関係でありプロセス

である。 

本講義では、カウンセリングの理論と技法の基礎を学びながら、単に頭で知識を学ぶのではなく、ロール

プレイを通して、自分のコミュニケーションのあり方を振り返り、社会生活で健全な人間関係を形成すると

ともに問題を解決する能力を育てる。 

 

８．学習目標 

１．カウンセリングが具体的にどのような環境・方法で、どんな人達を対象に行われ役立っているのかを理

解する。 

２．カウンセリングの基本的な態度・技法を習得し、実践できるようにする。 

３．さまざまなケースを通してクライエント理解を深め、対応のポイントを理解し、実践できるようにする。 

４．社会生活で、人の生き方を尊重した支援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 

・演習内容により、プリント課題や、授業中に行うロールプレイの逐語記録等が課される。 

・学期末にはレポートが課される。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
福山清蔵著、日精研心理臨床センター編『［独習］入門カウンセリングワークブック』株式会社 日本・精神
技術研究所 

【参考書】 
東京福祉大学編『社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
平木典子著『自分の気持ちをきちんと伝える技術』PHP。 

 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．現代社会がクライエントの悩みの解決だけでなく、なぜ多くの人々がカウンセリング学習を求めるのか、

その背景や理由が理解できる。 

２．カウンセリングの基礎的な理論や技法である精神分析・来談者中心療法・行動療法を復習した上に、現

在の主要な理論となっている認知行動療法（論理療法）を含めたさまざまなカウンセリング理論と技法

が理解できる。 

３. 受講生がグループ発表を通して、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を高められる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

授業への参加(出席、態度、発言) 50％ 

レポート・発表・確認テスト 50％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

カウンセリングを学ぶことは、カウンセラーを目指す人にとって必須となるのはもちろんのこと、「人と人

との関わり」について真剣に想いを巡らすという点において、対人援助職を志す人すべてに役立つものであ

る。本講義では、今までの基礎的な学び基づき、より実践的な内容を扱う。受講する学生は、以下の点を大

切にして、講義に参加していただきたい。 

・他の受講生の学習に迷惑をかける行為は慎むこと。 

・授業中の携帯電話（スマートフォン）の作動は厳禁である。 

・正当な理由がない限り、欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をした場合は、その理由を必

ず教員に書面をもって報告すること。 

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 

・カウンセリングとは何か 

事前学習 教科書の目次と「はじめに」を読んでおく 

事後学習 配布資料の理解を深める 

第２回 

Ⅰクライエントの問題と問題へのアプローチ 

（講義と演習） 

1.障害除去のアプローチ 

事前学習 教科書 pp.8〜12 を読んでおく 

事後学習 
当日配布された資料の理解を深める 

第３回 2.内面へのアプローチ 
事前学習 教科書 pp.13〜19 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第４回 第Ⅰ章のまとめ 
事前学習 教科書第Ⅰ章の復習をしておく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 



 

 

第５回 
Ⅱクライエントの語り（講義と演習） 

1.話のなかの 3 つの要素 

事前学習 教科書 pp.20〜24 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第６回 2.クライエントの訴え 
事前学習 教科書 pp.25〜26 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第７回 3.フィードバック 
事前学習 教科書 pp.27〜31 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第８回 4.感情の反射 
事前学習 教科書 pp.32〜35 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第９回 第Ⅱ章のまとめ 
事前学習 教科書第Ⅱ章を復習しておく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第１０回 
Ⅲクライエントの話の背景（講義と演習） 

1.話すことの意味 

事前学習 教科書 p.36 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第１１回 2.夢、願い、期待 
事前学習 教科書 pp.37〜41 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第１２回 3.危機と悩み 
事前学習 教科書 pp.42〜47 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第１３回 第Ⅲ章のまとめ 
事前学習 教科書第Ⅲ章の復習をしておく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第１４回 
Ⅳクライエントの心理（講義と演習） 

1.クライエントの悩み 

事前学習 教科書 pp.48〜52 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第１５回 2.クライエントの準拠枠① 
事前学習 教科書 pp.53〜54 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第１６回  クライエントの準拠枠② 同化と調節 
事前学習 教科書 pp.55〜61 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第１７回  クライエントの準拠枠③ ものの見え方 
事前学習 教科書 pp.62〜68 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第１８回 3.クライエントの質問 
事前学習 教科書 pp.69〜71 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第１９回 4.カウンセラーの質問 
事前学習 教科書 pp.72〜75 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第２０回 第Ⅳ章のまとめ 
事前学習 教科書第Ⅳ章の復習をしておく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第２１回 
Ⅴクライエントの理解（講義と演習） 

1.外側からの理解 

事前学習 教科書 pp.76〜81 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第２２回 内側からの理解 
事前学習 教科書 pp.82〜84 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第２３回 2.クライエントとの関わり 
事前学習 教科書 pp.85〜91 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第２４回 3.言い換え 
事前学習 教科書 pp.92〜97 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第２５回 4.対話と沈黙 
事前学習 教科書 pp.98〜103 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第２６回 第Ⅴ章のまとめ 
事前学習 教科書第Ⅴ章の復習をしておく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第２７回 

Ⅵクライエントとカウンセラーの対話分析 

（講義と演習） 

1.促進的会話と非促進的会話 

事前学習 教科書 pp.104〜111 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第２８回 2.促進的な応答 
事前学習 教科書 pp.112〜119 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第２９回 3.対話のプロセスレッスン 
事前学習 教科書 pp.120〜125 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

第３０回 Ⅶカウンセリングのイメージ作り（講義と演習） 
事前学習 教科書 p.126 を読んでおく 

事後学習 当日配布された資料の理解を深める 

 



 

 

１．科目名（単位数） 学習困難児指導法 （2単位） 

３．科目番号 
JECC3507 

JNCC2507 
２．授業担当教員 酒井 博美 

４．授業形態 講義、演習発表、ディスカッション ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 学習困難児の発達特性理解のための知識を学ぶ。そして、支援者として発達アセスメント等を通して、長

所、得意な点を把握し、それらを活かし伸ばすことにより、課題である学習困難等を克服、改善できる理論、 

実践的能力を身につける。 

８．学習目標 

①自閉症や学習障害、ADHDなど特別なニーズを要する子どもの心情を理解し、共感的に接することができ

るようになる。 

②自閉症や学習障害、ADHDなど特別なニーズを要する子どもについて、保育士や幼稚園教諭、通常の学級

や特別支援の学級・学校の教師として、子どもの心に寄り添い、集団の中でのよりよい育ちとニーズに応

じた学びを促すために役立つ知識やスキルの獲得をめざす。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の授業開始時に、事前学習として示した「要点・キーワード」について発表してもらう。レポート課題

については、別途授業内で示す。各回の講義内容の理解を定着させるように、毎回の復習を確実に行うこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

酒井幸子・田中康雄 『発達が気になる子の個別の指導計画』学研プラス 2013年 
エドナ・D・コープランド、ヴァレリー・L・ラヴ編『教師のための LD・ADHD教育支援マニュアル』明石書店 
2004年 

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.平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動）    ４０% 

2.まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動）   ６０% 

なお、上記のほかに本学の規定に定められている３/４以上の出席が単位の修得条件 

12．受講生への 

メッセージ 

学習困難児といわれる子どもたちであっても、特性をよく知り、アプローチ方法を工夫することで、学びや
発達が促されます。理論と実践を通して、かかわる力を身につけましょう。 

13．オフィスアワー 授業内に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、学習困難とは 
事前学習 シラバスを読んでおく 

事後学習 今後の学習内容を理解しておく 

第２回 
学習困難児への指導の基礎（１） 
形態と場 

事前学習 
前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
しておく 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第３回 
学習困難児への指導の基礎（２） 
かかわるメンバーの役割：子ども、親、教師、医師、学
校  

事前学習 
前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第４回 
学習困難児への指導の基礎（３） 
具体的な方法①指導計画 

事前学習 
前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第５回 
学習困難児への指導の基礎（４） 
具体的な方法②教材の工夫、動機づけ、スモールステッ
プ 

事前学習 
前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第６回 発達障害の概要 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第７回 自閉症スペクトラム障害の理解 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 
自閉症スペクトラム障害の特性を説明でき
るようにしておく 

第８回 
自閉症スペクトラム障害児への指導 
グループワーク、発表 

事前学習 
グループワークの準備として、前回の内容を
もとに、各自考えた指導方法を書いておく 

事後学習 
グループワークで示した内容に各自１つア
イディアを加えてみる 

第９回 注意欠如多動性障害の理解 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 
注意欠如多動性障害の特性を説明できるよ
うにしておく 

第１０回 
注意欠如多動性障害児への指導 
グループワーク、発表 

事前学習 
グループワークの準備として、前回の内容を
もとに、各自考えた指導方法を書いておく 

事後学習 
グループワークで示した内容に各自１つア
イディアを加えてみる 

第１１回 限局性学習障害の理解 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
する 

事後学習 
限局性学習障害の特性を説明できるように
しておく 



 

 

第１２回 
限局性学習障害児への指導 
グループワーク、発表 

事前学習 
グループワークの準備として、前回の内容を
もとに、各自考えた指導方法を書いておく 

事後学習 
グループワークで示した内容に各自１つア
イディアを加えてみる 

第１３回 学習困難児のストレス、二次障害の理解 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
しておく 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第１４回 就学指導 
事前学習 

前回の授業で示した要点・キーワ一ドを確認
しておく 

事後学習 ノートを復習し、内容を確実に理解する 

第１５回 まとめとレポート作成 
事前学習 

第 1～14回の授業内容を総復習し、各内容に
ついて説明ができるようにしておく 

事後学習 
まとめとレポートをもとに、これまでの内容
理解の定着を図る 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
学校保健学（学校安全を含む） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2302 

２．授業担当教員 八重樫 節子 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

学校保健は、児童、生徒、学生並びに幼児の健康の保持増進を図り、学校教育の円滑な実施とその成果に

資するための学問である。教育基本法、学校教育法、学校保健安全法の法令が、学校教育課程にある子ども

のよりよい成長と学校教育の円滑な実施を支援している。本講義では、学校保健の構造やその意義、法的な

位置づけなど、基礎的かつ重要な事項について習得し、それぞれの領域での取り組みの実際について学ぶ。

また、各自が目指す職種の立場からの参画の仕方について、主体的に考ることを目指す。 

８．学習目標 

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

ることができるようになる。 
３ 保健管理の心身の管理、生活の管理、学校環境の管理について理解し、その実践のポイントを習得する。 
４ 児童生徒の現代的健康課題と、これに応じた学校保健活動の進め方について習得する。 

５ 学校保健推進にかかわる教員として、健康増進にとって不可欠な内容について具体的に学び身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業毎に、講義内容についての感想、まとめに関する小レポートを出題する。 

・中間課題レポート：保健指導案の作成 『歯（その他）についての保健指導』 

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

か、自らの考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考

書・教材 

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

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

【教 材】テーマごとに文部科学省等から発行されている資料を配布 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．学校保健の意義、構造、内容について理解し、説明することができたか。 

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

ことができたか。 

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

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

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

ができるのか、講義の中で主体的に考える姿勢を期待します。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

学校保健の構造領域 

 ・学校保健とは 

 ・ヘルスプロモーション 

事前学習 

これまでの学校保健についての既習事項について、復習

しておく。教科書 pp2～38/pp104～109 /pp.152～162 を

熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
学校保健の構造領域について理解したことを総括し、自

分の考えをまとめる。 

第２回 

学校保健の今 

・平成 20年中央教育審議会答申を読み解く 

・チームとしての学校と学校保健 

事前学習 

事前に配布する、中央教育審議会答申を熟読し、記載さ

れている内容をまとめておく。教科書 pp.62～73 を熟読

し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 

講義時間内のディスカッションを総括し、現在の学校保

健活動に求められている事項について、自分の考えをま

とめる。 

第３回 

保健教育 

① 保健学習 

・学習指導要領における保健学習 

事前学習 

学校保健実務必携の保健学習に関するページ（pp.550〜

705）を参照。教科書 pp152～162 を熟読し、基礎的事項

を整理しておく。 

事後学習 
保健学習に関するディスカッションを総括し、自分の考

えをまとめる。 

第４回 
② 集団を対象とした保健指導 

・ライフスキル教育の体験 

事前学習 

学校保健実務必携の保健指導に関するページ（pp.559〜

694）を参照。教科書 pp.204～211 を熟読し、基礎的事

項を整理しておく。 

事後学習 
児童生徒の生活改善につながる保健指導のあり方につい

て、自分の考えをまとめる。 

第５回 
③児童生徒の現代的健康課題と保健教育 

・食育、性教育を進める際の留意点 
事前学習 

学校保健実務必携の食育・性教育に関するページ

（pp.1280〜1329/774～804）を参照。教科書 pp39～60 

/pp.152～162/pp.275～289/pp.204～211 を熟読し、基礎



 

 

 

的事項を整理しておく。 

事後学習 
保健指導案作成の方法について、第３〜５回の講義内容

を復習し、保健指導案の作成にあたり資料準備を始める。 

第６回 

保健管理 

①児童生徒の健康診断 

・教育的活動としての健康診断 

 （事前指導を中心に） 

事前学習 

学校保健実務必携の健康診断に関するページ（pp.183〜

325）を参照。教科書 pp174～188 を熟読し、基礎的事項

を整理しておく。 

事後学習 
健康診断における事前指導に関するディスカッションを

総括し、自分の考えをまとめる。 

第７回 
②健康観察 

・健康観察の観点 

事前学習 

学校保健実務必携の健康観察に関するページ（pp.435〜

452）を参照し。教科書 pp.163～173 を熟読し、基礎的

事項を整理しておく。 

事後学習 
健康観察に関するディスカッションを総括し、その留意

事項について自分の考えをまとめる。 

第８回 
③健康相談 

・健康相談の基礎と事例検討 

事前学習 

学校保健実務必携の健康相談に関するページ（pp.397〜

434）を参照。教科書 pp189～209 を熟読し、基礎的事項

を整理しておく。 

事後学習 
健康相談に関するディスカッションを総括し、その留意

事項について自分の考えをまとめる。 

第９回 

④学校救急処置 

・救急処置体制の重要性 

・学校事故における裁判の判例から 

事前学習 

学校保健実務必携の学校救急処置に関するページ

（pp.1076〜1154）を参照。教科書 pp.212～223 を熟読

し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
学校事故の事例に関するディスカッションを総括し、そ

の留意点についてまとめる。 

第１０回 

⑤学校環境衛生 

・定期検査、日常点検、臨時検査 

・日常点検の実践 

事前学習 

学校保健実務必携の学校環境衛生に関するページ（pp.80

〜166）を参照。教科書 pp253～262 を熟読し、基礎的事

項を整理しておく。 

事後学習 
教室内の日常点検を実施して気づいたことや感じたこと

をまとめる。 

第１１回 

学校安全 

・学校安全の基礎的事項 

・安全点検の実践 

事前学習 

学校保健実務必携の学校安全に関するページ（pp.989〜

1020/pp.1097〜1129）を参照。教科書 pp263～274 を熟

読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
教室内の安全点検を実施して気づいたことや感じたこと

をまとめる。 

第１２回 

児童生徒の健康課題 

・児童のかかりやすい疾患（感染症・アレル

ギーを含む） 

・歯科疾患と学校保健 

・作成した保健指導案の振り返り 

事前学習 

学校保健実務必携の歯・口の健康つくり（pp.453～504）

（学校保健実務必携 pp.719～722／pp.723～773）を参

照。教科書 pp．39～38.／240～252 を熟読し、基礎的事

項を整理しておく。 

事後学習 
事前に作成した歯についての指導案を再検討し、気づい

た点、改善点をまとめる。 

第１３回 

児童生徒の発育発達と体力 

・学校保健統計調査から 

・体力・運動能力調査から 

事前学習 

最新の学校保健統計調査、体力運動能力調査に目を通し、

児童生徒の特徴をつかんでおく。教科書 pp120～149を熟

読し。基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
児童の発育発達・体力の現状から、学校が推進すること

のできる対策をまとめる。 

第１４回 
精神の健康・障害のある児童生徒への対応 

・いじめ問題への対応の在り方 

事前学習 

事前に配布するいじめに関する資料を熟読し、自分の考

えをまとめておく。 

学校保健実務必携の心のケア（pp.414～434）を参照。教

科書 pp.224～239を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
児童のいじめに関する現状から、学校が推進することの

できる対策をまとめる。 

第１５回 

まとめ：「学校保健への参画のあり方」 

・最終課題レポートに記載した内容に基づい

て、グループディスカッションを行う。 

・学校保健活動推進のポイントを共有する。 

事前学習 最終課題レポートの作成 

事後学習 
グループディスカッションを通して新たに得た考え方を

踏まえ、全講義内容を振り返る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家庭科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 
EDEL3319 

SJEL3433 
２．授業担当教員 杉山 憲江 

４．授業形態 講義、演習、プレゼンテーションなど ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教科「家庭」と密接な関連性を持つ科目であることを理解し習得することが望ましい 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

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

因などを理解する。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 個々に題材構成を工夫し単元学習指導計画案を構想して、学習指導案を作成し発表する。 

課題２ グループで学習指導案を基に模擬授業を行い、授業工夫について学びあう。 

課題３「社会変化に対応した小学校家庭科授業づくりについて」論述文を作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】長澤由喜子編著『小学校 新学習指導要領の展開 家庭編』明治図書 2017 年 

【参考書】文部科学省『小学校学習指導要領解説 家庭編』東洋館出版社。H29 年７月 

     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。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

 授業態度 ３０％ 

 提出物（模擬授業など演習課題を含む）７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

変化の激しい今日の社会において「家庭科教育」を通し、子どもたちに生きる力を育んでいくための指導法

など専門的知識や技術の獲得をめざしながら、教師としての思考力・創造力・問題解決能力を高めるため、

自己研鑽に励むことを望みます。模擬授業の構想･作成など授業への積極的な参加態度を期待します。特に、

課題に対する意見やグループディスカッションでは意欲的な発言を心がけてください。 

13．オフィスアワー 授業内(初回授業)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 

（学習日程や模擬授業の方法･評価などシラバスの説明）   

社会変化に対応した小学校家庭科授業づくりについて 

社会変化における子どもたちの実状や家庭生活変化について

話し合いを通して把握する。 

事前学習 
シラバス･学習準備について書き込

める予定表を準備し臨むこと。 

事後学習 

現在の社会変化が家庭生活にどんな

影響を与えているのか授業を通して

理解したポイントをまとめておく。 

第２回 

小学校家庭科で培いたい資質・能力とは   

小学校家庭科の基礎基本について現代社会の急速な変化部分

に目を向けディスカッションを通して小学校家庭科教育で培

いたい資質・能力を明らかにしていく。 

事前学習 
学習指導要領解説 pp.1～10 を再度

読んで授業に臨む。 

事後学習 

小学校家庭科の基礎基本とは何か、

どのような資質を身につけさせたい

かまとめておく。 

第３回 

小学校家庭科の教科の目標と学習内容１（指導計画のたて方） 

小学校学習指導要領 H29 年告示内容の理解と家庭科教育の変遷

の概略を学ぶ。 

事前学習 

「新学習指導要領解説家庭」の小学

校家庭科における資質と能力を読ん

で授業に臨む。 

事後学習 

H29 年告示学習指導要領における教

科目標・学習内容項目について再度

理解しておく。 

第４回 

 題材構成の工夫について 

・教科の目標と学習内容の工夫 

・学習指導案における教材観の書き方につ

いて実践例などを基に学ぶ。 
第 4 回～第７回 

・学習指導案の作

成 （個別学習） 

 

題材構成を工夫し

た単元を構想し、

指導計画を作成し

て発表し、学びあ

う。 

事前学習 

学習指導要領解説 p.11の学習内容区

分を基に題材構成を工夫した単元を

構想しておく。 

事後学習 

教科の目標や学習内容構成にあった

単元を構想するところまで見直し、

仕上げておく。 

第５回 

単元指導計画・題材構成)  

・家庭科における実践的な態度の育成 

・単元全体の計画の立て方を学び、自分な

りの構想を表現する。 

事前学習 
単元指導計画を作成するための資料

研究をする。 

事後学習 
単元指導計画を構想するところまで

見直し、仕上げておく。 

第６回 

小学校の家庭科の学習方法と指導方法  

授業例を基に指導計画の見方と書き方を

理解する。 

事前学習 
教科書の家庭科指導の授業展開例に

ついて読んでおく。 

事後学習 

単元指導計画の指導支援の留意点な

ど推敲しておく。 

 

第７回 本時の学習の作成 事前学習 道徳教育との関係性について読んで



 

 

 

｢家庭科｣と総合的な学習の時間･道徳･他

教科の関連などが組み込まれているか 

指導計画における配慮事項など適切に表

現されているかなど見直し、仕上げてい

く。 

 

授業に臨む。本時の展開について構

想しておき、授業に臨む。 

事後学習 
個別の学習による家庭科学習指導案

を仕上げる。 

第８回 

学習指導案の作成方法と評価方法  

単元の目標と評価とのかかわりについて

学び、指導案の中にどう生かすのか理解す

る。 

個別学習指導案を

仕上げる。 

事前学習 
個で仕上げた学習指導案の発表の準

備をする。 

事後学習 

個で仕上げた学習指導案に対する題

材構成・目標・指導計画・本時の学

習の繋がりを見直しする。 

第９回 

個別学習により作成した指導案を発表する。１ 

 発表しあう中で質問や気づいたことなど発言し合い、学びあ

う。 

事前学習 
個で仕上げた学習指導案の発表の準

備をする。 

事後学習 
個で仕上げた学習指導案を見直し提

出する。 

第１０回 
個別学習により作成した指導案を発表する。２ 

自己評価相互評価を行い家庭科学習指導案について学びあう。  

事前学習 

グループの人に自分の作成した学習

指導案の説明ができるよう準備す

る。 

事後学習 
グループの中でどの題材をとりあげ

るかを決める。 

第１１回 

学習指導案を作成 １ 

個別学習によって作成した指導案学習

を基にグループで題材を構成し単元の

学習指導案を作成する。 

第 11 回～第 15 回 

・学習展開の作成 

・模擬授業準備 

・模擬授業 

 (グループ学習) 

事前学習 
グループでそれぞれの分担を決め、

内容を理解しておく。 

事後学習 
グループで単元構想の作成を見直し

ておく。 

第１２回 

学習指導案を作成 ２ 

学習指導案を仕上げ見直し、提出するとと

もに発表の準備を行う。 

事前学習 本時の学習展開の資料を準備する。 

事後学習 
模擬授業に対するグループ内の共通

理解を図る。 

第１３回 

模擬授業１  

模擬授業を振り返って講評するなど相互

評価を行い、学びあう。･ 

授業の工夫についてグループディスカッ

ションする。（グループ学習） 

事前学習 

模擬授業をする場合は授業準備。 

受ける側の場合は指導案の内容理解

をしておく。 

事後学習 

学習指導案と模擬授業について自分

の考えや課題をまとめ、他グループ

について評価をする。 

第１４回 

模擬授業２  

模擬授業を振り返って講評するなど相互

評価を行い、学びあう。･ 

授業の工夫についてグループディスカッ

ションする。（グループ学習） 

事前学習 

模擬授業をする場合は授業準備。 

受ける側の場合は指導案の内容理解

をしておく。 

事後学習 

学習指導案と模擬授業について自分

の考えや課題をまとめ、他グループ

についての感想を伝える。 

第１５回 

模擬授業３ 

模擬授業を振り返って講評するなど相互

評価を行い、学びあう。･ 

授業の工夫についてグループディスカッ

ションする。（グループ学習） 

事前学習 

模擬授業をする場合は授業準備。 

受ける側の場合は指導案の内容理解

をしておく。 

事後学習 

学習指導案と模擬授業について自分

の考えや課題をまとめ、他グループ

についての感想を伝える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家庭支援論 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3328 

SNMP3328 

SCMP3328 

SBMP3328 

SJMP3120 

２．授業担当教員 堀 聡子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この科目は、保育士資格を取得するための必修科目であり、保育実践に不可欠の知識・技能を学習するも
のである。 
具体的な内容としては、保育士として家庭、地域などを視野に入れた子育て家庭に対する支援のあり方や

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

８．学習目標 

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

4.保育相談に係る考え方と具体的な方策を理解し、実践で活かせるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ミニレポートを課す予定である。ミニレポートでは、それまでの授業内容への理解を確認するとともに、
家庭支援の具体例について、自分がどのような対応をすればよいかを考えてもらう。 

また、毎回授業の最後にリアクションペーパーを提出してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

参考書 
教科書は特に指定せず、授業の進行は配布資料を使用して行う。 
ただし、主な参考文献として以下のものを挙げておく。 

橋本真紀・山縣文治編『よくわかる家庭支援論［第２版］』ミネルヴァ書房、2015。 
大豆生田啓友・太田光洋・森上史朗編『よくわかる子育て支援・家族支援論』ミネルヴァ書房、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.家庭支援に必要な考え方を理解出来たか。 

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

3.子育て支援に必要な支援方法、及び関連機関との連携を理解出来たか。 

4.保育相談に係る考え方と具体的な方策を理解出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

家庭支援の問題は、今後、保育者にとって大きなウェイトを占めることになると考えられます。実践の現場

に身を置いてから困惑することがないように、自分が保育者、援助者になったらどうするかを考えながら受

講してもらえればと思います。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：授業の概要と進め方 

家庭支援が必要とされる背景 

事前学習 シラバスの確認 

事後学習 家庭支援論を学ぶ意味について振り返る 

第２回 家庭支援の対象と役割 
事前学習 家庭支援の意味を調べる 

事後学習 家庭支援の対象と役割について振り返る 

第３回 

現代社会における家族と子ども① 

家族の多様性 

ライフコースの変容 

事前学習 現代の家族問題について調べる 

事後学習 
家族の多様性、ライフコースの変容について

振り返る 

第４回 

現代社会における家族と子ども② 

家族の形態と機能の変化 

現代日本の親子関係の特徴 

事前学習 家族の形態と機能について調べる 

事後学習 
家族の形態と機能の変化、現代の親子関係の

特徴についての学習内容を振り返る 

第５回 

現代社会における家族と子ども③ 

子育てに悩む母親の気持ちとは 

3歳児神話 

事前学習 子育ての悩みについて調べる 

事後学習 
子育てに悩む母親の気持ち、3 歳児神話につ

いて自分の意見をまとめる 

第６回 
離婚家庭の事例を通して家庭支援を考える① 

離婚家庭の理解 

事前学習 離婚について調べる 

事後学習 離婚事例についての学習内容を振り返る 

第７回 
離婚家庭の事例を通して家庭支援を考える② 

支援方法の検討 

事前学習 離婚家庭の子育てについて調べる 

事後学習 ミニレポートの作成 

第８回 
家庭支援の方法としての保育相談支援① 

個別援助のための手段、集団援助のための手段 

事前学習 保育相談支援について調べる 

事後学習 
個別援助のための手段、集団援助のための手

段についての学習内容を振り返る 

第９回 
家庭支援の方法としての保育相談支援② 

保護者支援のツールとしての連絡帳 

事前学習 連絡帳の役割について調べる 

事後学習 連絡帳の意義、書き方のポイントを振り返る 

第１０回 
子どもの生活と遊び 

子どもの対人経験 

事前学習 
自分の子ども時代の遊び、対人経験を振り返

る 

事後学習 
子どもの生活における第三者の関わりの重

要性について振り返る 



 

 

第１１回 
ジェンダーの視点で家庭支援を考える① 
ジェンダーの視点で家庭支援を捉える意義 

事前学習 ジェンダーの視点とは何かについて調べる 

事後学習 

女性をターゲットにした子育て支援政策の

問題、リフレッシュ休暇が果たす役割と家庭

支援のあり方について振り返る 

第１２回 
ジェンダーの視点で家庭支援を考える② 
男性保育士をめぐる実態、意識 

事前学習 
実習等における経験をもとに、保育現場にお

ける男性保育士のあり方を整理する 

事後学習 
男性保育士をめぐる実態、意識について振り

返る 

第１３回 
ジェンダーの視点で家庭支援を考える③ 
男性保育士が働きやすい職場づくり 

事前学習 男性保育士をめぐる国内外の状況を調べる 

事後学習 
男性保育士が働きやすい職場にするために

はどうしたらよいかを考える 

第１４回 海外の子ども・子育て支援 

事前学習 海外の子ども・子育て支援について調べる 

事後学習 
海外の子ども・子育て支援から日本が学べる

ことを考える 

第１５回 まとめ 
事前学習 

これまでの配布資料を読み直して学習内容

を振り返る 

事後学習 授業全体を振り返る 

 



 

 

１．科目名（単位数） 韓国の文化と言語Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 
GECM1316 

GECM1326 
２．授業担当教員 尹 文九 

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 

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

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

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

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

国の文化に興味を持っている学生が授業の対象として望ましい。  

８．学習目標 

１．ハングルの文字と単語を覚える 

２．基本的な日常会話ができるように学習する 

３．現代の韓国社会の政治・経済・社会・文化などについて理解する。 

４．韓国の伝統文化・名節について理解する。 

５．韓国の歴史や世界遺産などについて理解する。 

６．韓国の文化を直接的に体験し、より深い文化を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．個人レポート：韓国の文化の中、一つを選び、日本との相違点や類似点についてまとめる 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

李昌圭『韓国語を学ぼう(初級)』朝日出版社、2015。 

【参考書】 

斉藤明美『言葉と文化の日韓比較』世界思想社、2005。 

韓国海外文化広報院『韓国のすべて』海外文化広報院、2011。 

金真外『韓国文化を読む』朝日出版社、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．自己紹介と簡単な会話ができるのか 

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

○評定の方法 

1．ミニテスト及び授業への参加度（発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：２０％ 

3．総括テスト：４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

 受講生は上記の目的達成のため、下記の事を守ることが期待されている。 

１）授業中は常に緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加することや発音などの練習のときは大

きな声を出すこと。 

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。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 シラバス説明と現代韓国社会の理解 
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 現代韓国社会について理解したことをノートにまとめる 

第２回 ハングル文字（母音と子音）について 
事前学習 テキスト p.3の文字を 10回ずつノートに書く 

事後学習 覚えたハングル文字を確認する 

第３回 
挨拶の言葉と教室の言葉に関する基本文章

練習 

事前学習 pp.34～38のハングルを 10回ずつノートに書く 

事後学習 授業で学習した基本文章を覚える 

第４回 自己紹介に関する基本的な会話の練習 
事前学習 

自己章の際、必要な言葉を調べてノートに１０回書いて、

覚える 

事後学習 授業で練習した文章を覚える 

第５回 韓国の伝統文化について（DVD） 

事前学習 韓国の伝統文化の中でお歳暮とお盆について調べる 

事後学習 
DVD と授業、グループ討議から韓国の伝統文化について理

解したことをノートにまとめる 

第６回 基本会話と韓国の歴史について 
事前学習 

韓国の歴史について理解された内容についてノートにまと

める 

事後学習 授業で理解したことをノートにまとめる 

第７回 基本会話と韓国の大衆文化について 
事前学習 韓国の大衆文化について調べてまとめる 

事後学習 授業で理解したことをまとめる 

 



 

 

第８回 儒教と韓国について 
事前学習 韓国の儒教の特徴についてノートにまとめる 

事後学習 儒教が韓国社会に及ぼした影響についてノートにまとめる 

第９回 基本会話と家族制度の日韓比較について 
事前学習 韓国の家族制度の特徴についてまとめる 

事後学習 韓国と日本の家族制度の違いや類似点についてまとめる 

第１０回 基本会話と食文化の日韓比較について 
事前学習 韓国の食文化の特徴についてノートにまとめる 

事後学習 授業で理解したことについてノートにまとめる 

第１１回 
基本会話と韓国の教育制度（学歴社会）に

ついて 

事前学習 韓国の教育制度についてまとめる 

事後学習 授業で理解した内容をノートにまとめる 

第１２回 
基本会話と韓国の政治・経済・社会につい

て 

事前学習 韓国の社会について調べ、その内容をまとめる 

事後学習 授業で理解していることについてまとめる 

第１３回 基本会話と韓国の世界遺産について 
事前学習 

韓国の世界遺産にはどのようなものがあるかについてノー

トにまとめる 

事後学習 授業で理解した内容をまとめる 

第１４回 韓国の伝統文化の体験（ユッノリゲーム） 
事前学習 

ユッノリのやり方（ルール）について調べてルールを理解

する 

事後学習 ゲームを通して分かったことについてまとめる 

第１５回 全体のまとめ 
事前学習 授業全体の感想をまとめる 

事後学習 授業で理解した内容をまとめる 

期末試験 

 



 

 

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

２．授業担当教員 面川 幸子 

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

習などで構成する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

専門性に基づいた看護業務に関する理解等が求められる。 

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

る自己の考えを記述することができるようになる。 

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

準備をすることができる。 

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

護技術を体験し、学びと課題の自覚をすることができる。 

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

とを学び、医療現場にある人的・物的資源を調べる方法を見出すことができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

【レポート課題２】「看護臨床実習における自己目標と自己課題」 

※ 提出期限については、授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

習ハンドブック』東山書房。 

【参考書】 

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

援を中心に－』東山書房。 

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

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

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

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

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

をすることができているか。 

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

護技術を体験し、学びと課題を自覚することができたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

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

評価します。 

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

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

発見する力・表現する力が培われていくことを期待しています。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

○オリエンテーション 

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

○看護臨床実習の目的と意義 

事前学習 

養護教諭取得を志す自分にとって、なぜ看護臨

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

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

第２回 
○看護臨床実習の方法 

・実習機関・実習内容・実習形態 
事前学習 

教科書 pp.14-23 を読み、どのように感じたか

をまとめ、発表できるようにしておく。 



 

 

○「実習」とは・実習生の心得・学び方・態度 
○看護臨床実習に向けた自己課題 

事後学習 
養護教諭を志す自分が看護臨床実習において
学びとりたいことについてまとめる。 

第３回 

○医療系施設の種類・病院の分類 

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

○病院において看護臨床実習に臨むことの目的 

事前学習 

教科書 pp.26-32 を読み、わかったこと、わか

らなかったことを、発表できるようにしてお
く。 

事後学習 
自分が病院実習で学ぶべきと考えることにつ
いて、まとめておく。 

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

て（本学の実習日誌を含む） 

事前学習 
教科書 pp.36-42 を読み、わかったこと、わか

らなかったことを発表できるようにしておく。 

事後学習 
教科書 pp.43-45 を参照し、看護臨床実習に向

けての自己学習課題をまとめておく。 

第５回 

○各診療科における看護臨床実習① 
・グループ学習課題の決定 

・グループワーク：第 8回・9回の講に向けての学習計
画 

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

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

第６回 

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

・発表に向けた準備 

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

事後学習 
グループワークを通しての、発表に向けた自己
学習課題に関する学習をしておく。 

第７回 

○各診療科における看護臨床実習③ 

（グループワーク 
・調べてきた知識や学びの共有 
・発表に向けた準備 

事前学習 
グループ発表における質疑応答も踏まえた準

備をしておく。 

事後学習 
グループワークに向けて必要な資料を準備し、

説明できるようにしておく。 

第８回 

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

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

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

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

事前学習 
グループ発表における質疑応答も踏まえた準
備をしておく。 

事後学習 

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

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

ワークシートにまとめる。 

第９回 

○各診療科における看護臨床実⑤ 
（グループ発表：「小児科」「精神科・心療内科」「内科」
「整形外科」「眼科」「歯科口腔外科」「耳鼻咽喉外科」

「皮膚科」「産科・婦人科」「（その他）」のなどのグルー
プごとに、次の学習内容を発表する 
・当該診療科の特色・実習の目的と目標（外来と病棟） 

・実習の内容（外来と病棟）・学校保健に関する症状・
疾患、及び検査・治療について 
・看護師が目指していると思われること 

・養護教諭を目指す学生が学びとるべきと考えること 

事前学習 
グループ発表における質疑応答も踏まえた準
備をしておく。 

事後学習 

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

また、健康障害のある人々や検査や治療を必要
とする人々の生活体験と看護の役割について
ワークシートにまとめる。 

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

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

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

題をまとめておく。 

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

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

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

題をまとめておく。 

第１２回 

○看護臨床実習に向けて見出した課題に関する学習③ 

（身体計測・フィジカルアセスメント・無菌操作・包帯
法等を想定） 

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

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

題をまとめておく。 

第１３回 

○看護臨床実習に向けて見出した課題に関する学習④ 

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

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

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

題をまとめておく。 

第１４回 

○看護臨床実習の目標の明確化 

○看護臨床実習に向けての自己課題の明確化（本学に実
習日誌を含む） 

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

ておく。 

事後学習 
授業での学びを踏まえて、看護臨床実習の自己

目標および課題をまとめておく。 

第１５回 
○看護臨床実習記録の書き方・評価の仕方 
○看護臨床実習に臨む上での心構え 
○本科目全体を通しての学びの想起（まとめ） 

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

事後学習 
授業での学びを踏まえて、看護臨床実習の自己
目標および自己課題を新たにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 感情・人格心理学／人格心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3333 

２．授業担当教員 若松 直樹 

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 
対人支援にかかわる心理学科目を踏まえることによって理解が促進されるでしょう。 

７．講義概要 

 人格心理学とは、個人の内側から人間の行動の法則をみようとするものである。なお人格とは、性格とほ

ぼ同じ意味で用いられるが、態度（認知・感情・行動）、興味、価値観並びに知的理解度などを含んだ全体的
な特徴を指す。ここでは人格と性格とを分けない考え方に立ち、さまざまな観点から人格の特徴を明らかに
していく。 

８．学習目標 

 人間とはなにか。人間の本質を理解し、自己理解だけでなく、他者を理解し、人を見る目を養成すること

がこの授業の最大の目標である。人を見るときに、様々なバイアスがかかるが、それがなぜかということを

理解し、説明できるようになることも学習目標の一つである。具体的には以下のとおりである。 

１．性格とは何か、その研究史からも理解できる。 
２．性格に関する諸理論が分かり、多面的に人の行動をみることができる。 
３．性格の診断の仕方が理解できる。 

４．性格の形成のされ方が分かる。 

５．性格の正常・異常について様々な観点から理解できる。 

６．感情に関する理論を理解し、感情喚起の機序並びに感情の行動への影響について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○評価のもとになるレポート課題 

①人格にかかわる自身の関心事や問題意識を示した上で、それ(ら)を教科書からの知見を用いながら説明や

解釈を展開しなさい。 

②上記の関心事や問題意識を解決･支援･発展などさせるための心理士としての関与について述べなさい。 

○レポートの執筆量や提出期限などはおって示します。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】大山泰弘『人格心理学』一財)放送大学教育振興会，2015 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．自己理解や他者理解を通して、人をみる目を養うことができているか。 

２．他者をみる時、さまざまなバイアスがかかるものであるが、そのメカニズムを理解できているか。 

３．感情に関する理論を理解し、感情喚起の機序並びに感情の行動への影響について説明できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加  総合点の３０％ 

２．課題レポート     総合点の３５％ 

３．テーマ毎の理解度   総合点の３５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

臨床や･対人支援の心理学を志向する皆さんにとって、人格や性格，感情の働きには大いに関心をもつ事柄の

はずです。人はそれぞれ多彩ですが、その人をその人らしくする基礎となる人格･性格･感情という概念につ

いて、学問的な共通概念を理解することは大切です。それらを踏まえ、自身の体験なども含め、それぞれが

もつ｢人柄や個性｣を重視しながら多様な人間理解に結びつけてください。 

13．オフィスアワー 初回講義時にお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション･人格心理学とは？ 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第２回 人格を理解する観点と理論 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第３回 人格を映し出す－心理査定 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第４回 人格理論の多様性 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第５回 人格と集団の心理 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第６回 人格のはじまり 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第７回 人格の育ち 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第８回 人格が閉じるとき 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第９回 人格とかたり(語り) 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１０回 人格が病み傷つくということ 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１１回 人格の探求と文化 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１２回 人格の変容と心理療法 事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 



 

 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１３回 物語にみる人格の変容 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１４回 人格と存在 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１５回 人格心理学の展望 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育学概論（初等・幼） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1105 

２．授業担当教員 西田 太郎 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 秋期 

６ 履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい保育・教育」のあり方を考える上で求められる

基礎的知識の修得を目的とする。具体的には、主に保育士・幼稚園（または小学校教諭）になるための土台

となる教育の基本的概念や理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのよう

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

たのかについて、受講者同士の対話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

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

みを再考できるようになること。 

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

教育実践における覚悟と責任と寛容さを培えるようになること。 

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

なること。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習として、教科書に基づいたワークシートを自分なりに仕上げてから授業に臨みましょう。レポート

課題についての詳細は、授業の中で説明します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新 保育士養成講座編纂委員会『最新 保育士養成講座 第２巻 教育原理』全国社会福祉協議会、2019 年。 

【参考書】 

今井康夫『教育思想史』有斐閣アルマ、2009 年。 

牛渡敦著『教育学原論』中央法規出版、2008 年。 

江原武一・山崎高哉著『基礎教育学』放送大学教育振興会、2010 年。 

小田豊・森眞理編著『新保育ライブラリー 教育原理』北大路書房、2009 年。 

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

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第４版』中央法規、2013年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

（知識・理解） 

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

（関心・意欲・態度） 

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

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

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

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

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

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目では、学生同士のグループ討議による学び合いを中心に授業を進めます。自分とは違う考えに出

会うことで、一人一人がより思考を深めたり広げたりしていくことを期待しています。 

事前学習を入念に行い、自分の考えをしっかりともっていることで、楽しく有意義に授業に参加すること

ができます。事前学習課題、グループ討議の記録、学びの振り返りは、各回の授業ごとに提出します。少し

大変ですが、これらの学びの記録は、皆さんの財産になるはずです。 

この授業を通して、学校教育（初等）・幼児教育(保育)についての理解を深め、教師・保育者としての基盤を

固めましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス 

事前学習 
これまで受けてきた「教育」の意味を考える。教科書

を概観する。 

事後学習 
教育学に関係のある教育分野について調べ、ワークシ

ートにまとめる。 

第２回 教育の意義・目的 
事前学習 

教科書 pp.8~35 を読み、教育の定義と意義・目的に関

する予備知識を持つ。 

事後学習 「教育の意義と目的」についてレポートにまとめる。 

第３回 教育と子ども家庭福祉 
事前学習 

教科書 pp.38~53 を読み、教育と児童福祉との関連性

に関する予備知識を持つ。 

事後学習 「教育と福祉」についてレポートにまとめる。 



 

 

 

第４回 
教育の思想と歴史（１） 

−諸外国の教育思想と歴史− 

事前学習 
教科書 pp.56~73 を読み、諸外国の教育思想と歴史に

関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「諸外国の教育思想と歴史」についてレポートにまと

める。 

第５回 
教育の思想と歴史（２） 

−日本の教育の思想と歴史− 

事前学習 
教科書 pp.73~85 を読み、「日本の教育の思想と歴史」

ついての予備知識を持つ。 

事後学習 
「日本の教育の思想と歴史」についてレポートにまと

める。 

第６回 
教育の制度（１） 

−教育制度の基礎− 

事前学習 
教科書 pp.88~101 を読み、「教育制度の基礎」につい

ての予備知識を持つ。 

事後学習 「教育制度の基礎」についてレポートにまとめる。 

第７回 
教育の制度（２） 

−教育法規・教育行政の基礎− 

事前学習 
教科書 pp.101~108 を読み、「教育法規・教育行政の基

礎」についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育法規・教育行政の基礎」についてレポートにま

とめる。 

第８回 
教育の実践と展開（１） 

−教育実践の基礎・教育の方法− 

事前学習 
教科書 pp.110~119 を読み、「教育実践の基礎・教育の

方法」についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育実践の基礎・教育の方法」についてレポートに

まとめる。 

第９回 
教育の実践と展開（２） 

−教育の計画と評価− 

事前学習 
教科書 pp.119~127 を読み、「教育の計画と評価」につ

いての予備知識を持つ。 

事後学習 「教育の計画と評価」についてレポートにまとめる。 

第１０回 
諸外国の教育制度と実践（１） 

‐諸外国の教育制度‐ 

事前学習 

教科書 pp.130~139 を読み、諸外国の教育のしくみを

読み、関心のある国の教育制度の特徴についてレポー

トにまとめてくる。 

事後学習 
国別グループ発表をふまえ、諸外国の教育制度からの

学びをレポートにまとめる。 

第１１回 
諸外国の教育制度と実践（２） 

‐教育実践の多様な取り組み‐ 

事前学習 
教科書 pp.140~153 を読み、「教育実践の多様な取り組

み」についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育実践の多様な取り組み」についてレポートにま

とめる 

第１２回 
生涯学習社会における教育の課題（１） 

−生涯学習社会と教育− 

事前学習 
教科書 pp.156~162 を読み、「生涯学習社会と教育」に

ついての予備知識を持つ。 

事後学習 「生涯学習社会と教育」についてレポートにまとめる。 

第１３回 
生涯学習社会における教育の課題（２） 

−日本における生涯学習− 

事前学習 
教科書 pp.162~172 を読み、「日本における生涯学習」

についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「日本における生涯学習」についてレポートにまとめ

る。 

第１４回 
生涯学習社会における教育の課題（３） 

−これからの生涯学習− 

事前学習 
教科書 pp.173~184 を読み、「これからの生涯学習」に

ついて予備知識を持つ。 

事後学習 「これからの生涯学習」についてレポートにまとめる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
教科書、配布資料を読みなおし、これまでの 14 回の授

業内容を振り返る。 

事後学習 
授業内容を踏まえたうえで、理解が不足していた点を

再度学習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE1103 

EDTE3303 
２．授業担当教員 金子 康一 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身
の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。」ことの意義や編成の
方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解す

る。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ 中間レポート課題: 「生きる力」と「確かな学力」の育成について、今日的教育課題と関連させた考察 

２ 期末試験: 新学習指導要領と教育課程の意義と役割、教育課程改革の必要性。キーワードの理解と考察 

○中間レポートは2000字程度でまとめ、指定した期日迄に提出する。A４版横書き２枚、レポート形式で記述。 

○期末試験は、知識・理解問題と論述問題で実施する。書式等は授業中に通知する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領解説｢総則｣』東洋館出版。 

【参考書】 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

幼稚園教育要領(平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

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

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

○ 学校教育の再生には、教育課程の現状と課題について考察し、改善に向けての方向性を明確にすること

が重要である。教育課程の理論を学ぶと同時に、児童生徒の実態から具体的に理解を深めて欲しい。 

○ 受講生の皆さんの努力を通して、知識・理解力だけでなく、思考力・判断力・表現力や探求心の育成に

寄与したいと考える。 

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

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 学校での経験を振り返る 

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

事前学習 学校生活で時間割があることを考えておく 

事後学習 「教育課程論」を学ぶ意義について復習する。 

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

事前学習 学校教育の目的・目標を調べる。 

事後学習 学校教育の目的・目標についてまとめる。 

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

べる。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
講義内容をふまえ、教育法規について、配布資

料にまとめる。 

第５回 

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

う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
国では、子供や家庭・地域の実態をどのように

とらえているのかまとめる。 

第６回 

〇授業時数等はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則や教科書から授業 
時間の取扱いについて調べ、国語の時数が多い理由に
ついて考えあう。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
授業時数の取扱、教科によって時数の違いをま

とめる。 

第７回 
〇教育課程の基準の改善の考え方 
・教育課程の基になる【生きる力】について総則の比較
対照表を基に調べ、資質・能力について考えあう。 

事前学習 新学習指導要領の総則を読んでおく。 

事後学習 
｢生きる力｣の内容をまとめるとともに、見方・

考え方の特徴をまとめる。 

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

て、答申や総則を調べ、授業の質の向上を考える。 

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

事後学習 
主体的・対話的で深い学びと授業改善について

整理する。 

第９回 
○言語活動の充実と教科指導 
・言語活動の充実と各教科の基礎的・基本的知識技能と

思考力育成の関係について学びあう。 

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

事後学習 
言語活動の充実と思考力育成の関係をまとめ

る。 



 

 

第１０回 
○体験活動の充実と学習指導の充実 
・教育課程における体験活動の意義について学び、学習

指導にどのように生かすのか話し合う。 

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

事後学習 体験学習の充実と教科指導の関連をまとめる。 

第１１回 
○児童の発達の支援 
・学級経営と生徒指導の関係から児童の発達の支援につ

いて学び、質を高めるための方策を考えあう。 

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

事後学習 
学びの成立のためには学級経営が果たす役割

が大きいことを整理する。 

第１２回 

○学習評価の考え方と実施方法 
・学習評価について意義と役割を学び、実際にどのよう

に実施されているのか、目標に準拠した評価を例に学
ぶ。 

事前学習 学習評価について教科書を読んでおく。 

事後学習 
目標に準拠した評価の考え方を集団に準拠し

た評価と比べ、質を高める方法をまとめる。 

第１３回 
○教育課程と道徳教育の推進 
・教育課程における道徳教育の位置づけや意義について

話し合い、まとめる。 

事前学習 道徳教育について，教科書を読んでおく。 

事後学習 教育課程上の道徳教育の役割をまとめる。 

第１４回 

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

事前学習 
カリキュラム・マネジメントについて、教科書
を読んで 
おく。 

事後学習 学校評価の方法についてまとめをしておく。 

第１５回 
○開かれた教育課程 
・開かれた教育課程の意味を調べ、学校と家庭や地域社

会との連携の重要性について話し合う。 

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

事後学習 
開かれた教育課程を編成・実施・評価する方法

について、レポートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（初等） （2単位） 

３．科目番号 SJTC1411 

２．授業担当教員 荻原 邦昭 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身
の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。」ことの意義や編成の

方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解す
る。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

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

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

理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【レポートⅠ】 

 「道徳」の学習指導案を作成する。 

 ※指定の様式で作成する。 

【レポートⅡ】 

 「教育課程の歴史のなかより興味ある時期を選択し、考察する」 

 ※１、０００字から１、２００字でまとめる。 

【期末テスト】 

【振り返りシート作成】 

 毎授業のまとめを行い、定期的に提出し、添削を受ける。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説｢総則｣』東洋館出版。 
【参考書】 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

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

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

 学校教育が知・徳・体の調和のとれた子どもたちを育成し、地域社会・家庭から信頼を得るためには、適

切で特色ある教育課程の編成が求められている。このため本科目では、教育課程の根拠となる幼稚園教育要

領、小学校学習指導要領や教育課程の編成、実施、評価について学び、教育課程の望ましいあり方について

考察する。このため、受講生は次の事柄を順守することを望む。 

１ 緊張感と集中力をもって受講する。 

２ 質問、発表を積極的に行い、主体的に取り組む。 

３ 欠席、遅刻、早退はしない。 

４ 勝手な退室、講義と無関係な振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作は慎む。 

 教員は次のことを実行する。  

１ 講義のねらいを明確にし、シラバスに沿って講義する。 

２ 声の大きさや話し方など受講生の立場に立って講義する。 

３ 討議など受講者が講義に参加できる環境に配慮する。 

４ 受講者の質問には誠実に対応する。 

13．オフィスアワー 授業時間内に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
〇オリエンテェーション 
・「教育課程論」の目標及び学習内容と今後の予

定、授業の進め方を確認する。 

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 学校での経験を振り返る 

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

事前学習 学校生活で時間割があることを考えておく 

事後学習 「教育課程論」を学ぶ意義について復習する。 

第３回 

〇学校教育の目的・目標は、どのようになって
いるか。 

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

事前学習 学校教育の目的・目標を調べる。 

事後学習 学校教育の目的・目標についてまとめる。 

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

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
講義内容をふまえ、教育法規について、配布資料に
まとめる。 

第５回 

〇子供や家庭・地域の実態をどのように理解す
るか。 

・中教審答申の内容を読み取って、実態につい
て考えあう。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

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

第６回 
〇授業時数等はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則や教科書から授業時間の
取扱いについて調べ、国語の時数が多い理由

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
授業時数の取扱、教科によって時数の違いをまとめ
る。 



 

 

について考えあう。 

第７回 

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

事前学習 新学習指導要領の総則を読んでおく。 

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

第８回 

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

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

事後学習 
主体的・対話的で深い学びと授業改善について整理
する。 

第９回 

○言語活動の充実と体験活動の充実 
・言語活動の充実と各教科の基礎的・基本的知
識技能と思考力育成の関係について学びあ
う。 

・教育課程における体験活動の意義について学
び、学習指導にどのように生かすのか話し合
う 

事前学習 
学習指導要領解説（総則）の新しい方向性を読んで
調べておく。 

事後学習 
言語活動と思考力育成の関係や体験学習の充実と教
科指導の関連をまとめる。 

第１０回 

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

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

事後学習 
学びの成立のためには学級経営が果たす役割が大き

いことを整理する。 

第１１回 
○教育課程と道徳教育の推進 
・教育課程における道徳教育の位置づけや意義
について話し合い、まとめる。 

事前学習 道徳教育について，教科書を読んでおく。 

事後学習 教科「道徳」の授業の進め方についてまとめる。 

第１２回 
○教科「道徳」の学習指導案の作成 
・教科「道徳」の学習指導案を作成し、発表を
行う。 

事前学習 教科「道徳」の学習指導案を準備する。 

事後学習 教科「道徳」の授業の特質をまとめる。 

第１３回 

○カリキュラム・マネジメントと学校評価 
・教育課程の PDCAサイクルの意義を学び、学校

評価の方法について法規を基に教育課程の充
実の仕方について話し合う。 

事前学習 
カリキュラム・マネジメントについて、教科書を読
んでおく。 

事後学習 学校評価の方法についてまとめをしておく。 

第１４回 
○近代の教育課程の歩み 
・明治、大正の教育課程の歩みをまとめる 

事前学習 
教育課程の歩みを事前配布の資料をもとに調べてお
く。 

事後学習 各時代の教育課程の特色について整理する。 

第１５回 
○現代の教育課程の歩み 
・昭和、平成の教育課程の歩みをまとめる。 

事前学習 
教育課程の歩みを事前配布の資料をもとに調べてお 
く。 

事後学習 各時代の教育課程の特色について整理し、まとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（中等） （2単位） 

３．科目番号 

SJTC1411 

EDTS1103 

EDTS3303 ２．授業担当教員 深沢 和彦 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

ている。  

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

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

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

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

ムを把握することの大切さについて学んでいく。 

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

８．学習目標 

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

基本的な用語や概念を理解し、説明することができる。 

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

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

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

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

上での基本的な知識を身に付け、活用することができる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

指示された予習課題や探究的課題に主体的に取り組むこと。対話型の学習により理解を確実にすることで問

題解決に対する力量を養うように努めること。 

1)授業ごとに配付するワークシート（レポートを兼ねる）の提出 

2)最終レポートの作成と提出（テーマ及び様式等は最終回までに指示する） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 
高等学校学習指導要領（平成 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 

・教育課程編成に関する基本的な用語や概念を理解することができたか。 

・学習指導要領における教育課程の意義を理解することができたか。 

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

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

皆さんが中学校・高等学校の学校段階で積み重ねてきた「授業体験」を振り返ってください。皆さんが受け

てきた授業の体験とこの授業での学びを結びつけ、地域や生徒の実態を反映させた「教育課程」について考

えることができる教師をめざしてください。 

【学生に期待すること】 

受講生の皆さんは、上記のような目的を達成するために下記の内容に留意してください。 

①教師と受講生、受講生同士のコミュニケーションが学びの質を高めます。グループワークには積極的に取

り組み、課題意識をもって臨んでください。 

②授業に臨むにあたって無断欠席、遅刻、早退、無断退出をしないでください。（欠席、遅刻、早退をした場

合は、その理由を必ず教員に書面にて報告してください。正当な理由であっても、必要な時間数に不足する

場合は不合格となります。） 

③明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られな

いと判断された場合、試験の答案内容の如何にかかわらず、不合格となります。 

④授業中、飲食、私語、居眠りはしないでください。 

⑤授業中は携帯電話等の携帯端末の電源を切ってカバンにしまってください。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する 

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‐教育課程を学ぶ意義について 

事前学習 教科書「序章」（pp.1～18）を読んでおく 

事後学習 
教育課程を学ぶ意義について自分なりに考

えをまとめておく。 

第２回 近代日本の教育課程の歩み（第 1章） 
事前学習 

教科書「第 1 章」１～５（pp.19～46）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 授業内容やディスカッションで話し合った



 

 

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第３回 
現代日本の教育課程の歩み‐戦後の教育改革から 1998
年の改訂まで‐（第 2章）  

事前学習 
教科書「第 2 章」１～５（pp.47～87）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第４回 
現代日本の教育課程の歩み‐脱ゆとり教育と学力観の
転換‐（第 2章） 

事前学習 
教科書「第 2章」６、７（pp.88～116）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第５回 教育課程開発の新しい動き（第 3章） 

事前学習 
教科書「第 3章」（pp.117～140）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第６回 
教育課程の思想と構造‐系統主義と経験主義‐（第 4
章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第７回 教育課程の思想と構造‐領域論・履修原理‐（第 4章） 

事前学習 
教科書「第 4章」２、３、４（pp.153～169）
を読み、分からない部分をチェックしてお
く。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第８回 教育課程をどう編成するか‐編成の方法‐（第 5章） 

事前学習 
教科書「第 5 章」１，２（pp.172～184）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第９回 教育課程をどう編成するか‐編成の理論‐（第 5章） 

事前学習 
教科書「第 5 章」３，４（pp.184～202）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１０回 
教育課程をどう評価するか‐カリキュラム・マネジメン
トとは何か（第 6章）   

事前学習 
教科書「第 6 章」１、２（pp.203～219）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１１回 
教育課程をどう評価するか‐カリキュラム・マネジメン
トの進め方（第 6章） 

事前学習 
教科書「第 6 章」１、２（pp.220～234）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１２回 社会における教育課程‐近代学校批判‐（第 7章） 

事前学習 
教科書「第 7 章」１、２（pp.235～244）を
読み、分からない部分をチェックしておく 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１３回 
社会における教育課程‐隠れたカリキュラム‐（第 7
章） 

事前学習 
教科書「第 7 章」３、４（pp.245～260）を
読み、分からない部分をチェックしておく 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１４回 今日的課題への挑戦（第 8章） 

事前学習 
教科書「第 8章」（pp.261～292）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１５回 諸外国の教育課程改革（第 9章）及び学習の総括 

事前学習 
教科書「第 9章」（pp.293～300）を読み、分
からない部分をチェックしておく 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

期末試験 



 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等） （1単位） 

３．科目番号 
EDTE2372 

EDTE3371 
２．授業担当教員 加藤 敏明 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 

教育学概論（初等・小）・教師論（初等）・教育課程論（初等）の単位を取得してから履修することが望ま

しい。 

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

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

８．学習目標 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○道徳の学習指導案の作成・提出 

○模擬授業観察記録表の提出 

○教育実習で実習生に求められる義務・責任・倫理観とは何か、あなたの考えを１，０００字以内で記述せ

よ。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

東京福祉大学編『教育実習の手引き 小学校教諭一種免許状』2013年。 

石橋裕子・梅澤実・林幸範 編著『小学校 教育実習ガイド』萌文書林、2011年 

文部科学省 『小学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編』、２０１８年  

【参考書】 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』2015年。 

群馬大学教育学部附属小学校教育研究会編 

『教師へのとびら（小学校教師の基礎・基本）』日本文教出版、2008年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

 教育実習は、実習期間中、実習校で指導を受ける立場と、児童に対しては教師である立場という両面を学

ぶ場です。そこでは、教師としての義務・責任・倫理観が求められます。そこで、次のことを守って下さい。 

１．教師を目指す大学生としての自覚と品位を身に付ける努力をすること。（服装・身だしなみ・言葉遣い等） 

２．教育実習に行く学生が授業中してはいけないこと。（教科書忘れ・私語・飲食・居眠り・携帯電話・遅刻） 

13．オフィスアワー 第１回の時に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの説明、班編制、授業の説明をする。 

（特に教育実習の意義・目的・概要について） 

事前学習 
教育実習の手引きを読んで要点を記録して

おく。 

事後学習 
教科書 pp.8～10 を読んで、教育実習の意義

や目的を理解すること。 

第２回 

小学校の教育課程を理解するとともに、教師と児童との

関係を理解する。（課題①教育実習で実習生に求められ

る義務・責任・倫理観とは何か、あなたとの考えを 1,000

字以内で記述せよ。） 

事前学習 

新学習指導要領と新学習指導要領道徳編を

読んで、小学校の教育課程を学習しておくこ

と。 

事後学習 課題①を仕上げること。 

第３回 
小学校教育の概要を学習する。（小学校の教育課程、学

級経営、小学校教師の一日について） 

事前学習 
教科書 pp.56～64を読んで、学級経営・学級

担任の役割を理解すること。 

事後学習 小学校の学習指導の基本を身に付けること。 

第４回 

小学校学習指導の基本の確認をする。（学習指導過程、

学習指導形態、発問、板書、資料、教材の工夫等）そし

て、学習指導案を作成する前に参観授業の記録の取り方

を学習する。 

事前学習 

教科書 pp.76～85を読んで、学習指導案の形

式を学習し分からないところを記録してお

く。 

事後学習 
学習指導案の形式を覚えること。また、参観

記録の取り方を身に付けること。 

第５回 

特別の教科道徳学の習指導案の形式・内容・作成方法を

学ぶ。細案の例、主題名・主題設定の理由（児童の実態・

教材感）・指導方針・本時のねらい・本時の展開を書く。 

事前学習 
教科書 pp.90～141 を読んで、自分なりの学

習指導案を作って提出する。 

事後学習 教材観の書き方を覚えること。 

第６回 

文科省の特別の教科道徳の内容項目を基に、特別の教科

道徳学習指導案を作成し検討する。① 

（細案の学習指導案） 

事前学習 道徳の学習指導案を書いてみる。 

事後学習 道徳の学習指導案を推敲すること。 

第７回 特別の教科道徳学習指導案を作成し検討する。② 事前学習 道徳の学習指導案を校正すること。 



 

 

（細案の学習指案） 事後学習 道徳の学習指導案を仕上げること。 

第８回 

第１回模擬授業の実施（グループごとに前に出て模擬授

業行い、参観者は観察記録をとり、それをもとに意見交

換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

事前学習 

グループごとに模擬授業の練習をしておく

こと。 

（第１回・道徳 ５年生） 

事後学習 模擬授業後の反省点をまとめて提出する。 

第９回 

第２回模擬授業の実施（グループごとに前に出て模擬授

業行い、参観者は観察記録をとり、それをもとに意見交

換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

事前学習 

グループごとに模擬授業の練習をしておく

こと。 

（第２回・道徳 ５年生） 

事後学習 模擬授業の反省点をまとめて提出する。 

第１０回 

第３回模擬授業の実施（グループごとに前に出て模擬授

業行い、参観者は観察記録をとり、それをもとに意見交

換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

事前学習 

グループごとに模擬授業の練習をしておく

こと。 

（第３回・道徳 ５年生） 

事後学習 模擬授業の反省点をまとめて提出する。 

第１１回 

第４回模擬授業の実施（グループごとに前に出て模擬授

業行い、参観者は観察記録をとり、それをもとに意見交

換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

事前学習 

グループごとに模擬授業の練習をしておく

こと。 

（第４回・道徳 ５年生） 

事後学習 模擬授業の反省点をまとめて提出する。 

第１２回 

第５回模擬授業の実施（グループごとに前に出て模擬授

業行い、参観者は観察記録をとり、それをもとに意見交

換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

事前学習 

グループごとに模擬授業の練習をしておく

こと。 

（第５回・道徳 ５年生） 

事後学習 模擬授業の反省点をまとめて提出する。 

第１３回 

第６回模擬授業の実施（グループごとに前に出て模擬授

業行い、参観者は観察記録をとり、それをもとに意見交

換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

事前学習 

グループごとに模擬授業の練習をしておく

こと。 

（第６回・道徳 ５年生） 

事後学習 模擬授業の反省点をまとめて提出する。 

第１４回 
教育実習直前の準備 

（実習日誌の書き方・実習録の書き方、準備等） 

事前学習 
教科書 pp.176～184を読んで、実習日誌の書

き方をまとめて提出する。 

事後学習 
実習指導の準備についてまとめたものを提

出する。 

第１５回 
小学校教師の一日の学校での仕事について、学習のまと

めをする。実習終了時の挨拶と礼状の書き方を学ぶ。 

事前学習 

教科書 p.40と p.58を読んで、教師の一日の

仕事を覚えること。pp.186～194 を読んで記

録しておく。 

事後学習 教師としての挨拶・礼状を書いておく。 

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

週）」および「教育実習事後指導（1 時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等） （1単位） 

３．科目番号 
EDTE2371 

EDTE3371 
２．授業担当教員 安次嶺 隆幸 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 

教育学概論（初等・小）・教師論（初等）・教育課程論（初等）の単位を取得してから履修することが望ま

しい。 

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

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

８．学習目標 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

★ノート指定 ツバメノートA4品番A5008 JAN：4968796311105 一冊を準備しておくこと。毎回これが出席、

課題レポートに使用します。毎回プリント課題を配布しますので、このノートに貼り、授業後に提出します。 

○道徳の学習指導案の作成・提出 

○模擬授業観察記録表の提出 

○教育実習で実習生に求められる義務・責任・倫理観とは何か、あなたの考えを１，０００字以内で記述せ

よ。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
『教育実習の手引き 小学校教諭一種免許状』東京福祉大学編、『小学校 教育実習ガイド』（萌文書林）石

橋裕子・梅澤実・林幸範 編著、『一瞬で授業に引き込むプロの技』（学陽書房）安次嶺隆幸著、『小学校学習
指導要領解説 道徳編』 
【参考書】 

『教職科目要説（初等教育編）』東京福祉大学編 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

教育実習は、実習期間中、実習校で指導を受ける立場と、児童に対しては教師である立場という両面を学ぶ

場です。そこでは、教師としての義務・責任・倫理観が求められます。そこで、次のことを守って下さい。 

★授業の約束 

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。（やむを得ず欠席する場合は、書面を提出のこと。） 

３ 携帯電話の電源は切るとともに操作しないこと、及び私語は厳禁のこと。 

４ レポート、アサイメントについては、指定した日までに必ず提出すること。（遅れた場合は減点です） 

５ 予習をするとともに、教育に関連する図書や新聞記事に関心をもち読むこと。 

６ 教員を目指す大学生としての自覚と覚悟をもち、その品位を保つこと。 

★メッセージ 

この授業では、実習へ向けての自分の【教育観】を積み重ねる【場面指導】を行います。また、課題に対し

て自分の考えを 1 分間で話す演習も行います。自分で考え、瞬時に児童に対峙し対応を迫られる教師として

の【教育観】をしっかりと構築して児童の前に立ってください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

シラバスの説明、ポストイットの席に男女で座る→班編

制（班長・副班長）、指定ノート、場面指導、授業の説

明をする。 

（特に教育実習の意義・目的・概要について） 

事前学習 
教育実習の手引きを読んで要点を記録して

おく。 

事後学習 
教科書 pp.8～10 を読んで、教育実習の意義

や目的を理解すること。 

第２回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』① 

小学校の教育課程を理解するとともに、教師と児童との

関係を理解する。（課題①教育実習で実習生に求められ

る義務・責任・倫理観とは何か、あなたとの考えを 1,000

字以内で記述せよ。） 

事前学習 

新学習指導要領と新学習指導要領道徳編を

読んで、小学校の教育課程を学習しておくこ

と。 

事後学習 
課題①を仕上げること。アサイメント次週提

出。 

第３回 

アサイメント提出① 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』② 

小学校教育の概要を学習する。（小学校の教育課程、学

級経営、小学校教師の一日について） 

事前学習 
教科書 pp.56～64を読んで、学級経営・学級

担任の役割を理解すること。 

事後学習 小学校の学習指導の基本を身に付けること。 

第４回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』③ 

小学校学習指導の基本の確認をする。（学習指導過程、

学習指導形態、発問、板書、資料、教材の工夫等）そし

事前学習 

教科書 pp.76～85を読んで、学習指導案の形

式を学習し分からないところを記録してお

く。 



 

 

て、学習指導案を作成する前に参観授業の記録の取り方

を学習する。 
事後学習 

学習指導案の形式を覚えること。また、参観

記録の取り方を身に付けること。 

第５回 
『一瞬で授業に引き込むプロの技』④ 

学習指導案の形式・内容・作成方法を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.90～141 を読んで、自分なりの学

習指導案を考えてくる。 

事後学習 教材観の書き方を覚えること。 

第６回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』⑤ 

（細案の学習指導案の項目ついて） 

文科省の資料を基に、学習指導案を作成し検討する。① 

グループ内発表① 

事前学習 道徳の学習指導案を書いてみる。 

事後学習 道徳の学習指導案を推敲すること。 

第７回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』⑥ 

（細案の学習指導案の内容ついて） 

学習指導案を作成し検討する。② 

グループ内発表② 

事前学習 道徳の学習指導案を校正すること。 

事後学習 道徳の学習指導案を仕上げること。 

第８回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』⑦ 

第１回模擬授業の実施（グループ内で導入～展開～まと

めの模擬授業行い、参観者は観察記録をとり、それをも

とに意見交換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

事前学習 
模擬授業の練習をしておくこと。 

（道徳 1～6年生 

事後学習 模擬授業後の反省点をまとめておく。 

第９回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』⑧ 

第 2回模擬授業の実施（グループ内で導入～展開～まと

めの模擬授業行い、参観者は観察記録をとり、それをも

とに意見交換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

事前学習 
模擬授業の練習をしておくこと。 

（道徳 1～6年生） 

事後学習 模擬授業の反省点をまとめておく。 

第１０回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』⑨ 

グループでの模擬授業の検討＆役割分担①学年時期、テ

ーマを決める 

事前学習 

グループごとに模擬授業の練習をしておく

こと。 

（道徳 1～6年生） 

事後学習 模擬授業の反省点をまとめておく。 

第１１回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』⑩ 

グループでの模擬授業の仕上げ＆役割分担②リハーサ

ル 

事前学習 

グループごとに模擬授業の練習をしておく

こと。 

（道徳 1～6年生） 

事後学習 模擬授業の反省点をまとめておく。 

第１２回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』⑪ 

第 3回模擬授業の実施（グループごとに前に出て模擬授

業行い、参観者は観察記録をとり、それをもとに意見交

換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

事前学習 

グループごとに模擬授業の練習をしておく

こと。 

（道徳 1～6年生） 

事後学習 模擬授業の反省点をまとめておく。 

第１３回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』⑫ 

第 4回模擬授業の実施（グループごとに前に出て模擬授

業行い、参観者は観察記録をとり、それをもとに意見交

換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

事前学習 

グループごとに模擬授業の練習をしておく

こと。 

（道徳 1～6年生） 

事後学習 模擬授業の反省点をまとめて提出する。 

第１４回 

『一瞬で授業に引き込むプロの技』⑬ 

第 5回模擬授業の実施（グループごとに前に出て模擬授

業行い、参観者は観察記録をとり、それをもとに意見交

換を行う。）（指導案と観察記録の提出） 

教育実習直前の準備 

（実習日誌の書き方・実習録の書き方、準備等） 

事前学習 
教科書 pp.176～184を読んで、実習日誌の書

き方をまとめて提出する。 

事後学習 
実習指導の準備についてこの講義で学んだ

ことを書き出す。 

第１５回 

この講義で学んだこと、教育実習に向けての自分のこら

からの生き方・決意について書く。 

小学校教師の一日の学校での仕事について、学習のまと

めをする。実習終了時の挨拶と礼状の書き方を学ぶ。 

事前学習 

教科書 p.40と p.58を読んで、教師の一日の

仕事を覚えること。pp.186～194 を読んで記

録しておく。 

事後学習 教師としての挨拶・礼状を書いておく。 

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

週）」および「教育実習事後指導（1 時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育実習指導（初等）Ⅰ （1 単位） 

３．科目番号 SJTP3555 

２．授業担当教員 山本 健志郎・未定 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育実習は、大学で習得した知識や理論を、幼稚園で実践することにより、幼稚園教育の理解を深め、教

師の使命感と保育の実践力とを身につけ、教育職としての資質を向上させることを目的とする。本授業では、

実習の目的達成のための基礎知識や心構え、実践方法を扱う。具体的には、指導計画作成、保育状況把握、

教材研究、指導方法、記録の仕方などについて講義や事例検討を通して学ぶ。保育の具体的状況に応じた判

断力、行動力を養うため、模擬保育や教材研究など活動を伴う授業を含める。 

８．学習目標 

１． 保育の現場にかかわる人としての基本的な態度、マナー、言葉遣いを理解し、自然に振舞うことができ

る。 

２． 保育実習者として現場から学ぶことの意味と学び方がわかる（子どもからの学び、保育者からの学び）。 

３． 実習体験の段階（観察、参加、実習）における実習目標と実習記録の方法はわかる。 

４． 指導計画の作成ー実践―反省の過程を体験的に学習し、実践の振り返りと計画の改善の方法がわかる。 

５． 子どもの発達段階にふさわしい教材と子どもの興味関心、自発的遊びを生かした活動の展開がわかる。 

６． 子どもの活動や遊びへの関わりかた、問題状況への対応をロールプレイなどを通して身に着ける。 

７．幼稚園生活の1日の流れ、保育環境の整備の仕方など、幼稚園の生活の全体について知っておく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の予習、復習、授業時間内にて行う小グループによるグループ発表等を評価対象。 

その他、レポート等、詳細については、授業内にて提示。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】関口はつ江編『保育実習ハンドブック』大学図書出版、2012 

東京福祉大学編『教育実習の手引き』 

『幼稚園教育要領』フレーベル館 

【参考書】文部科学省編『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

原田留美『保育学生のための実践国語表現』おうふう 2008 

関口はつ江監修太田節子編『Q&A で学ぶ保育・教育実習～保育の専門性キャリアを目指して～』サンウェイ出版 

その他、講義に応じてプリント等配布 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 決められた書類作成・提出（計画表、課題レポートの記入の作成と提出）ができる 

２ 保育者としての言動（態度、マナー）が取れる。 

３ 指導技術（模擬保育等）が身に付いている。 

４ 保育の評価・反省（記録作成、考察、反省分作成）が出来る。 

○評定の方法 

１ グループ活動（指導案作成、模擬保育実践・反省） 30％ 

２ 模擬保育への積極的参加、記録の作成 40％ 

３ 課題レポート及び最終レポート 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの年齢による発達や、保育者に必要な専門性とは何かをしっかり下調べし、教材研究、および指導案

を作成するなど、実習に向けての事前学習を滞りなく進めていくこと。また、課題ごとの反省・評価に基づ

き、各々で次の課題を見出し、日々の生活や学習の仕方を自身で検討し実践につなげていくこと。 

13．オフィスアワー 別途通知 

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、授業計画、教育実習の目的、幼稚園の位置

づけ、幼稚園現場の特徴など 

事前学習 
幼稚園教育要領、幼稚園教育の目的、方法を

読む 

事後学習 自分の実習に向けての課題を確認する 

第２回 
実習に向けての基本的な心構えなど 

（自己理解と態度、礼儀、マナー、服装について） 

事前学習 教科書第 1～3章と第 5章 3節を読む 

事後学習 
手引き p.3～p.8を読み、大切な事項に下線を

引く 

第３回 
実習における事前・事後指導（１） 

（実習オリエンテーションについて） 

事前学習 教科書第 4章 1節、第 5章 1節を読む 

事後学習 
手引き p.14～p15を読み、大切な事項に下線

を引く 

第４回 
実習における事前・事後指導（２） 

実習中の留意点、実習後の活動について 

事前学習 教科書第 5章 1節、4節、第 6章を読む 

事後学習 
手引き p.16～p.22を読み、大切な事項に下線

を引く 

第５回 園生活の理解（幼稚園の 1日の流れについて） 

事前学習 幼稚園の 1日の流れを下調べする 

事後学習 
幼稚園の 1日の流れを確認、実習生としての

動きをノートにまとめる 

第６回 実習日誌の記入について（１） 

事前学習 教科書第 4章 2節を読む 

事後学習 
日誌記入について、大切な事項をノートにま

とめる 

第７回 実習日誌の記入について（２） 
事前学習 保育専門用語について配布プリントを読む 

事後学習 保育専門用語について配布プリントを復習



 

 

する 

第８回 
教材研究（１） 

保育教材としての有効性について 

事前学習 教科書第 4章 4節を読む 

事後学習 子どもの発達段階についての理解を深める 

第９回 
教材研究（２） 

調査した教材についての発表 

事前学習 グループ発表の準備を整える 

事後学習 他グループの発表メモをまとめる 

第１０回 
指導案の作成（１） 

指導案構成の理解と作成の仕方 

事前学習 教科書第 4章 3節を読み、 

事後学習 
指導計画作成のポイントをノートにまとめ

る 

第１１回 
指導案の作成（２） 

模擬保育の指導案を作成する 

事前学習 指導計画作成の留意点を確認する 

事後学習 指導計画を作成する 

第１２回 模擬保育（１）教材研究と練習 
事前学習 保育活動内容の可能性について考える 

事後学習 グループごと模擬保育の練習をする 

第１３回 模擬保育（２）教材研究と発表 
事前学習 グループごと模擬保育の練習をする 

事後学習 他の発表についてノートにまとめる 

第１４回 外部講師による特別講義：実習生とは（案） 
事前学習 質問事項をあらかじめ準備する 

事後学習 講義内容をノートにまとめる 

第１５回 実習における自己課題の検討 
事前学習 

どのような実習にしたいか、実習に向けての

抱負を考える 

事後学習 実習中、実習後の流れを確認する 

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

週）」および「教育実習事後指導（1時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等）Ⅰ （1単位） 

３．科目番号 SJTP3555 

２．授業担当教員 鈴木 美子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育実習は、大学で習得した知識や理論を、幼稚園で実践することにより、幼稚園教育の理解を深め、教

師の使命感と保育の実践力とを身につけ、教育職としての資質を向上させることを目的とする。本授業では、

実習の目的達成のための基礎知識や心構え、実践方法を扱う。具体的には、指導計画作成、保育状況把握、

教材研究、指導方法、記録の仕方などについて講義や事例検討を通して学ぶ。保育の具体的状況に応じた判

断力、行動力を養うため、模擬保育や教材研究など活動を伴う授業を含める。 

８．学習目標 

１． 保育の現場にかかわる人としての基本的な態度、マナー、言葉遣いを理解し、自然に振舞うことができ

る。 

２． 保育実習者として現場から学ぶことの意味と学び方がわかる（子どもからの学び、保育者からの学び）。 

３． 実習体験の段階（観察、参加、実習）における実習目標と実習記録の方法はわかる。 

４． 指導計画の作成ー実践―反省の過程を体験的に学習し、実践の振り返りと計画の改善の方法がわかる。 

５． 子どもの発達段階にふさわしい教材と子どもの興味関心、自発的遊びを生かした活動の展開がわかる。 

６． 子どもの活動や遊びへの関わりかた、問題状況への対応をロールプレイなどを通して身に着ける。 

７．幼稚園生活の1日の流れ、保育環境の整備の仕方など、幼稚園の生活の全体について知っておく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・演習における成果物（記録や指導案）を提出します。 

 記録の意味とどのような観点を捉えて記録をすることが必要かを学びます。また、模擬保育を振り返って

幼児に添った保育の指導案を作る力をつけてください。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『幼稚園教育実習指導』建帛社 

『幼稚園教育実習の手引き』本学配付のもの 

『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 決められた書類作成・提出（計画表、課題レポートの記入の作成と提出）ができる 

２ 保育者としての言動（態度、マナー）が取れる。 

３ 指導技術（模擬保育等）が身に付いている。 

４ 保育の評価・反省（記録作成、考察、反省分作成）が出来る。 

○評定の方法 

１ グループ活動（指導案作成、模擬保育実践・反省） 30％ 

２ 模擬保育への積極的参加、記録の作成 40％ 

３ 課題レポート及び最終レポート 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

就学後の学びの基盤は幼児期の保育の中で育まれます。子どもの学びが深いものになるかどうかは、保育

者の資質にかかっています。幼児期は子どもが自ら直接環境にかかわりながら、試したり発見したり考えた

りして心ゆくまで充分に遊ぶことによって、充実した生活を積み上げることができます。保育者は、保育者

自身も幼児のモデルとなる重要な環境の構成者です。幼児教育にかかわる機関や関係者が連携し、相互理解

を深めることができるよう、幼児教育の課題等にも視野を広げるよう意識しながら教育実習に向けて、しっ

かりとした心構えができるよう願っております。 

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 
授業の概要、授業計画、 

教育実習にのぞむ姿勢について 

事前学習 
幼稚園教育実習の手引きに目を通し持参す

る 

事後学習 
プリントをまとめる（部分保育の資料集め６

回目まで） 

第２回 幼稚園の一日における留意事項 
事前学習 

プリントを読みワークシートに記入する（留

意事項） 

事後学習 実習の一日における留意事項をまとめる 

第３回 教育実習の意義と内容 
事前学習 プリントを読みワークシートに記入する 

事後学習 意義と内容についてまとめる 

第４回 記録のとりかた（ビデオを見て演習） 
事前学習 

プリントを読んで必要事項を記入する（記録

の内容） 

事後学習 記録を完成させる 

第５回 記録のとりかた（一日の反省のまとめ方） 
事前学習 

プリントを読んで必要事項を記入する（反省

について） 

事後学習 反省を完成させる 

第６回 指導案について 

事前学習 指導案のプリントに目を通す。 

事後学習 
指導案作成における必要事項をまとめる（主

活動の資料集め 10回目まで） 

第７回 
教材研究（部分保育を中心に） 

手遊び・歌等 

事前学習 プリントを見て必要事項を記入する 

事後学習 
言葉かけ等の方法を具体的に考え、保育の流

れを把握できるようにする 



 

 

第８回 
教材研究（部分保育を中心に） 

絵本・紙芝居等 

事前学習 プリントを見て必要事項を記入する 

事後学習 
言葉かけ等の方法を具体的に考え、保育の流

れを把握できるようにする 

第９回 
シュミレーションと指導案作成 

（部分保育の実際と指導案の関係） 

事前学習 繰り返し行い、保育の流れを把握する 

事後学習 細案と指導案を完成させる 

第１０回 模擬保育の発表と反省 
事前学習 模擬保育の練習と準備 

事後学習 発表者についての記録とまとめ 

第１１回 教材研究（主活動を中心に）身体を使った遊び 
事前学習 案を考えて持ち寄り、検討できるようにする 

事後学習 指導案を作成する 

第１２回 教材研究（主活動を中心に）表現する遊び 
事前学習 案を考えて持ち寄り、検討できるようにする 

事後学習 指導案を作成する 

第１３回 教材研究（主活動を中心に）制作 
事前学習 案を考えて持ち寄り、検討できるようにする 

事後学習 指導案を作成する 

第１４回 模擬保育の発表 
事前学習 模擬保育の練習と準備 

事後学習 発表者についての記録とまとめ 

第１５回 まとめ（今後の学びと課題、教育実習の目標設定） 
事前学習 今までの学習を整理しておく 

事後学習 幼稚園教育実習の目標作成 

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

週）」および「教育実習事後指導（1 時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育実習指導（初等）Ⅱ （1単位） 

３．科目番号 SJEL3456 

２．授業担当教員 福島 裕 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
3年次に履修する。 

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

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

８．学習目標 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○それぞれの教科の指導法で学習した成果を生かし、さらに工夫・改善した学習指導案(道徳、算数)を作成

し提出すること。 

○観察評価表や自己評価表・相互評価表を作成・提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

○東京福祉大学編「教育実習の手引き」（2015年版） 

○文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 総則編』東洋館出版社 

『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 特別の教科 道徳編』廣済堂あかつき 

『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 国語編』東洋館出版社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

○充実した教育実習を行うために、児童の視点を大切にした多面的な教材研究と多様な学習過程を理解し、

実践できるようにします。そのためにも、受講生の皆さんに以下のことを望みます。 

 ア 事前学習を重視し、十分に準備して授業に臨んでください。 

 イ 言葉を大切にし、豊かな表情、明確な言葉遣いを身につけるように努めましょう。 

 ウ  それぞれの教材が、児童にとってどのような意味を持っているかを常に考えてください。 

 エ 教材作成、発問・板書等の指導方法や指導技術を生かし模擬授業に取り組んでください。 

オ 社会人としての教養や資質を高める努力をしてください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、 

教育実習の意義・目的、概要について 

道徳・国語の模擬授業計画 

事前学習 
教科書、ノート、資料整理用ファイル等の準

備をしておく。 

事後学習 
「手引き」の実習の意義・目的、概要等の重

要事項を整理しまとめる。 

第２回 

小学校教育の概要について 

 小学校の教育課程組織、教師の１日 

 学習指導案（細案）の項目、内容の確認、作成の手立

て  

事前学習 
小学習指導要領解説「総則編」Ｐ99～Ｐ111を

読み、内容を把握する。 

事後学習 
配布資料を参考に学習指導案に記載する項

目と内容を整理する。 

第３回 

模擬授業Ⅰ(道徳) 学習指導案の作成① 

一般的な指導案形式 

指導案「道徳」参考例の分析 

事前学習 
参考例の本時の部分をよく読み、一般的な指

導案の書き方を理解しておく。 

事後学習 
分析した内容について、重要点を確認しノー

トに整理しておく。 

第４回 
模擬授業Ⅰ(道徳) 学習指導案の作成② 

指導案「道徳」展開案の作成 

事前学習 
展開案作成の要点を理解し、指導案に記載す

る必要項目をノートに整理しておく。 

事後学習 
作成した部分の展開案をグループ毎に話し

合い、改善点を修正する。 

第５回 
模擬授業Ⅰ(道徳) 学習指導案の作成③ 

指導案「道徳」展開案の完成・提出 

事前学習 
展開案の未完成の部分について、一人一人の

考えを整理しまとめておく。 

事後学習 
完成した展開案を、グループで最終チェック

を行い、摸擬授業に備える。 

第６回 道徳模擬授業の実施① 観察、相互評価 

事前学習 

授業のシナリオをつくり、学習資料の準備、

主発問、補助発問、板書計画等を整理してお

く。 

事後学習 
相互評価表、自己評価表を整理し、反省点や

課題等をノートにまとめる。 



 

 

第７回 道徳模擬授業の実施② 観察、相互評価 

事前学習 

先行実践の課題を生かしたシナリオをつく

り、資料の準備、主発問、補助発問、板書計

画等の整理をしておく。 

事後学習 
相互評価表、自己評価表を整理し、反省点や

今後の課題等をノートにまとめる。 

第８回 道徳模擬授業の実施③ 観察、相互評価 

事前学習 

これまでの授業実践を生かしたシナリオを

つくり、資料の準備、主発問、補助発問、板

書計画等の整理をしておく。 

事後学習 
相互評価表、自己評価表を整理し、反省点や

今後の課題等をノートにまとめる。 

第９回 
摸擬授業Ⅱ(国語) 学習指導案の作成① 

指導案「国語」 展開案の作成 

事前学習 
国語科指導法で学習した指導案作成につい

て、理解している事柄を再確認しておく 

事後学習 
作成した部分の展開案について、グループで

話し合ったことをもとに修正をしておく。 

第１０回 
摸擬授業Ⅱ(国語) 学習指導案の作成② 

指導案「国語」 展開案の完成・提出 

事前学習 
展開案の未完成部分について、自分の考えや

指導のアイデア等をノートにまとめる。 

事後学習 
完成した展開案を、グループで最終チェック

を行い摸擬授業に備える。 

第１１回 模擬授業の実施① 観察、相互評価 

事前学習 

授業のシナリオをつくり、各種資料の準備、

主発問、補助発問、板書計画等の整理をして

おく。 

事後学習 
相互評価表、自己評価表を整理し、反省点や

今後の改善点等をノートにまとめる。 

第１２回 模擬授業の実施② 観察、相互評価 

事前学習 

前回の実践上の課題を反映させた授業のシ

ナリオをつくり、資料の準備、主発問、補助

発問、板書計画等の整理をしておく。 

事後学習 
相互評価表、自己評価表を整理し、反省点や

今後の課題等をノートにまとめる。 

第１３回 模擬授業の実施③ 観察、相互評価 

事前学習 

これまで課題を解決するために講じた手立

てを生かしたシナリオをつくり、資料の準

備、主発問、補助発問、板書計画等の整理を

しておく。 

事後学習 

相互評価表、自己評価表を整理し、反省点や

今後の課題解決に向けて取り組むことをノ

ートにまとめる。 

第１４回 

教育実習直前の準備① 

実習日誌の書き方、実習録の書き方、 

参考例をもとに作成する 

事前学習 

教科書『教育実習の手引き』の該当箇所の概

要を把握し、不明なことや疑問点を整理して

おく。 

事後学習 
実習日誌を記述するうえでの重要なポイン

トを理解し、記録できるようにする。 

第１５回 

教育実習直前の準備② 

礼儀・マナー、服装・持ち物、 

実習最終日について等 

学習のまとめ 

事前学習 

教科書『教育実習の手引き』の該当箇所の概

要を把握し、不明な点や質問事項を整理して

おく。 

事後学習 

教育実習の重要な点である「礼儀・マナー、

服装・持ち物、実習最終日のこと」等につい

てその意味を理解し、確実に身に付けるよう

にする。 

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

週）」および「教育実習事後指導（1 時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（中等） （1単位） 

３．科目番号 EDTS3373 

２．授業担当教員 深沢 和彦 

４．授業形態 

講義や演習（学習指導案の作成や模擬授業の実施など）、事例研究

についてグループディスカッションによる実践的な学びあいを重

視します。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育実習に対する理解を深め、教育実習生としての態度や心構えについて学習する。主な内容として、教

育実習の意義や目的、実習内容の概要、教育実習生としての基本姿勢や生活態度、教科指導等にかかわる学

習指導案の作成及び模擬授業の実施、教育実習日誌の作成等を取り扱い、教育実習に必要な事項のすべてに

ついて学習する。 

教育実習を通じて、教育現場での実際を体験的に学び、教職への道をより確かなものとして邁進できるよ

うにするとともに、教育実習生としての社会性を身に付けることをねらいとする。 

８．学習目標 

１ 教育実習の意義・目的及び教育実習の概要について理解し、説明できるようになる。 

２ 教育実習生としての基本姿勢・生活態度、教育実習の心構え等を理解し、実習を行えるようになる。 

３ 教材研究の重要性を理解し、教材研究に裏打ちされた教科・科目の学習指導案を作成できるようにする。 

４ 作成した学習指導案に基づいて模擬授業を実施し、教師の役割について理解し、説明できるようになる。 

５ 教育実習日誌の作成をはじめ、教育実習に必要とされるすべての事項について学び、実習を行えるよう

になる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポートⅠ 

私の教える専門教科について 
・レポートⅡ 
学習指導案（教育実習で担当する教科・科目）の作成 

＊レポートⅠは1600字、A４で１枚にまとめ10月末日までに、レポートⅡは各自が教育実習で担当する教科・
科目にかかわる学習指導案をVer.1とVer.2の２通り作成し、各々の指示された期限までにそれぞれ提出す
ること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
 東京福祉大編『教育実習の手引き』 

文部科学省『中学校学習指導要領解説（保健体育編、外国語編）』2017年 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説（保健体育編、英語編、情報編、公民編、福祉編）』2018年 
＊上記学習指導要領解説のうち、教育実習において各自が担当する教科・科目に該当する最新の学習指導

要領解説を用意すること。 
【参考書】 
 東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房、2008年。 

 ＊必要に応じてプリント資料を配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 教育実習の目的・概要を理解し、教科・科目の学習指導案を作成して、模擬授業等を計画・実施・改善を

図り、教育実習を行えるようになる。 

○評定の方法 

１ 日常の授業態度（参加態度、発表、発言、学習状況等） ４０％ 

２ 課題レポート（学習指導案を含む）          ３０％ 

３ 模擬授業（プレゼン）                ３０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

 教育実習は教員免許状を取得するために必要とされるもので、教育現場の緊張感をもって誠実に、そして
着実にこなしていかなければならない。そのためには、実際に教育実習に行く前の準備として、教育実習の

目的・目標を確認するとともに、教育実践の場において適切に対応しうる理論・知識・技術を身に付けてお
くことが大切である。 
 この科目では担当予定の教科・科目にかかわる教科書（題材）に基づき、学習指導案の作成を通じて授業

力の向上に取り組み、教職と自己に対する認識を深め、教職志望者としての自覚をもてるようになることが
望まれる。毎回の授業には積極的な態度で臨み、皆さんが小学校・中学校・高等学校の学校段階で積み重ね
てきた「授業体験」を原風景として振り返ってください。皆さんの授業の原風景とこの授業での学びを結び

つけ、生徒の実態に寄り添える教師をめざしてください。 
【学生に期待すること】 
受講生の皆さんは、上記のような目的を達成するために下記の内容に留意してください。 

①教師と受講生、受講生同士のコミュニケーションが学びの質を高めます。グループワークには積極的に取
り組み、課題意識をもって臨んでください。 

②授業に臨むにあたって無断欠席、遅刻、早退、無断退出をしないでください。（欠席、遅刻、早退をした場

合は、その理由を必ず教員に書面にて報告してください。正当な理由であっても、必要な時間数に不足す
る場合は不合格となります。） 

③明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られな

いと判断された場合、試験の答案内容の如何にかかわらず、不合格となります。 
④授業中、飲食、私語、居眠りはしないでください。 
⑤授業中は携帯電話等の携帯端末の電源を切ってカバンにしまってください。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する 

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 

科目のガイダンス 

教育実習にかかわる事前調査の実施 
教育実習の手引き 

事前学習 教育実習などの実習記録に目を通し講義に臨む。 

事後学習 教育実習に臨むアウトラインをまとめ手続きを確認する。 

第２回 
教育実習に関してのグループワーク① 
教育実習生が身に付けておくべき資

事前学習 事前に配付した資料を熟読して、自分の意見をまとめておく。 

事後学習 配付したワークシートに教育実習生としての資質・能力のポイ



 

 

質・能力 ントをグループ単位でまとめる。 

第３回 
中学校・高等学校の教育課程 
（保健体育編、英語編、公民編、情報編、

福祉編 

事前学習 実習教科・科目の指導要領解説を熟読し準備する。 

事後学習 
各自で教科・科目について取り扱いの留意点や特性をまとめレ
ポートⅠを作成し、期限までに提出する。 

第４回 

教育実習に関してのグループワーク② 

学習指導の方法・技術（発問・板書・教
育機器の活用など） 

事前学習 事前に配付した資料を熟読して、自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
配付したワークシートに教育実習生としての資質・能力のポイ
ントをグループ単位でまとめる。 

第５回 

教育実習で担当する教科・科目別のグル
ープ編成 
学習指導案の作成準備 

＊模擬授業の教科・科目の単元の決定を
する 

事前学習 模擬授業をおこないたい教科・単元について検討する。 

事後学習 
班ごとに授業教科の学習指導要領解説編をよく読んで、各自が

実習をおこなう教科・科目の指導案作成の準備をする。 

第６回 

学習指導案の作成と検討① 
単元目標・評価規準・指導計画・本時の
目標と展開案 

１．日時  
２．対象学年・組（場所）  
３．教材・単元名  

４．単元の目標  
５．単元について（1)教材観(2)生徒観
(3)指導観  

６．単元の指導計画  
７．本時の学習 (1)本時の目標(2)評価
基準(3)本時の展開(4)板書計画 

事前学習 
模擬授業をおこなう教科・科目の単元について、学習指導要領
の位置付けを確認する。 

事後学習 
各自の学習指導案 Ver.1を作成する。 
＊学習指導案Ver.1は指示された期限までに完成させて提出す

る。 

第７回 

学習指導案の作成と検討② 
個人で作成した学習指導案を班ごとに
検討して、グループごとに代表の学習指

導案の検討（単元目標・評価基準・指導
計画・本時の目標と展開案） 

事前学習 各自が作成した学習指導案 Ver.1について推敲する。 

事後学習 
各グループで独自に集まり、模擬授業用の代表の学習指導案に

ついてすり合わせを行っておく。 

第８回 

学習指導案の作成と検討③ 
グループごとに発表する代表の学習指
導案の教材教具の検討（板書計画・配付

ワークシート・配付資料など） 

事前学習 
代表の学習指導案のすり合わせをもとに学習指導案を検討す
る。 

事後学習 各グループで代表の学習指導案を推敲する。 

第９回 
模擬授業① 
模擬授業の参観 
模擬授業の振り返り 

事前学習 配付する模擬授業の授業計画案を熟読しておく。 

事後学習 
参観した模擬授業の評価票を参考にグループ毎に課題を整理
する。それをもとに各グループの代表の学習指導案を推敲す
る。 

第１０回 
模擬授業② 
模擬授業の実践 
模擬授業の振り返り 

事前学習 
模擬授業をおこなうグループは、発問・資料・板書計画等を検
討し、学習指導案及び配付資料を印刷する。 

事後学習 

模擬授業をおこなったグループは、参観者からの評価票を参考
に課題を整理する。それをもとに各自の学習指導案 Ver.1を推
敲して学習指導案 Ver.2を完成させる。 

＊学習指導案 Ver.2の提出は次回の授業までとする。 

第１１回 
模擬授業③ 
模擬授業の実践 

模擬授業の振り返り 

事前学習 
模擬授業をおこなうグループは、発問・資料・板書計画等を検
討し、学習指導案及び配付資料を印刷する。 

事後学習 

模擬授業をおこなったグループは、参観者からの評価票を参考
に課題を整理する。それをもとに各自の学習指導案 Ver.1を推

敲して学習指導案 Ver.2を完成させる。 
＊学習指導案 Ver.2の提出は次回の授業までとする。 

第１２回 

模擬授業④ 

模擬授業の実践 
模擬授業の振り返り 

事前学習 
模擬授業をおこなうグループは、発問・資料・板書計画等を検

討し、学習指導案及び配付資料を印刷する。 

事後学習 

模擬授業をおこなったグループは、参観者からの評価票を参考

に課題を整理する。それをもとに各自の学習指導案 Ver.1を推
敲して学習指導案 Ver.2を完成させる。 
＊学習指導案 Ver.2の提出は次回の授業までとする。 

第１３回 
模擬授業⑤ 
模擬授業の実践 
模擬授業の振り返り 

事前学習 
模擬授業をおこなうグループは、発問・資料・板書計画等を検
討し、学習指導案及び配付資料を印刷する。 

事後学習 

模擬授業をおこなったグループは、参観者からの評価票を参考
に課題を整理する。それをもとに各自の学習指導案 Ver.1を推
敲して学習指導案 Ver.2を完成させる。 

＊学習指導案 Ver.2の提出は次回の授業までとする。 

第１４回 
模擬授業⑤ 
模擬授業の実践 

模擬授業の振り返り 

事前学習 
模擬授業をおこなうグループは、発問・資料・板書計画等を検
討し、学習指導案及び配付資料を印刷する。 

事後学習 

模擬授業をおこなったグループは、参観者からの評価票を参考
に課題を整理する。それをもとに各自の学習指導案 Ver.1を推

敲して学習指導案 Ver.2を完成させる。 
＊学習指導案 Ver.2の提出は次回の授業までとする。 

第１５回 

教育実習日誌の書き方 

教員採用試験について 
この授業のまとめ（ワークシートの記
入） 

事前学習 事前に配付した資料を熟読してくる。 

事後学習 この授業から学んだことを振り返り、総合的なまとめとする。 

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

週）」および「教育実習事後指導（1 時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育心理学（初等）（2単位） 

３．科目番号 
SJMP2110 

SJMP2111 
２．授業担当教員 長谷川 有香 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

本講義では、人間の発達過程および特徴についての心理学の基礎理論を学ぶとともに、発達段階をふまえて

の主体的な学習を支える指導の在り方やクラス集団形成について学ぶ。また、保育や教育現場で生じるさま
ざまな現象に対し、その背景を正しく把握し、有効な対処法を見つけ出す力を身につけることを目的に講義
を行う。 

８．学習目標 
1.幼児、児童及び生徒の心身の発達および学習の過程について理解し、説明することができる 

2. 発達段階の心理的特性に基づき、主体的な学びを促す指導への応用する視点を持つことができる 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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．子どもの発達を踏まえた教育心理学の基本的な知識について理解し、説明できるか。 

２．学んだ知識に基づいて子どもの行動を理解し、教育や保育の現場で応用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度（グループワーク等） 総合点の 30％ 

２ 試験（小テストまたは期末試験） 総合点の 40％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教育心理学を学ぶことで，専門的知識に基づいた教育ができるようになることを目指します。どのように実

践につなげられるかを考えながら受講してください。 

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 教育心理学とは 
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，準備する 

第２回 記憶の分類 
事前学習 自分の覚え方の工夫について書き出す 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第３回 記憶の理論を生かす 
事前学習 効果的な記憶方法について考える 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第４回 学習のしくみ 
事前学習 ほめることの効果について考える 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第５回 動機づけの基礎 
事前学習 自分のやる気が出るときを想起し書き出す 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第６回 動機づけの応用 
事前学習 子どもたちのやる気を高める工夫について考える 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第７回 児童・生徒をどのように評価するか 
事前学習 効果的な評価について考える 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第８回 どのように教えるか 
事前学習 

自分がこれまで受けた授業で学びやすかった学習方法
を思い出して書き出す 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第９回 教師の及ぼす影響 
事前学習 

自分の小中学校の時の先生を思い出してその特徴を書
き出す 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１０回 学級という社会 
事前学習 

自分の小中学校の時のクラスの雰囲気や人間関係につ
いて思い出して書き出す 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１１回 いじめ 
事前学習 いじめが発生・拡大する理由を自分なりに考える 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１２回 学校不適応 
事前学習 

学校において児童・生徒がストレスを感じると思われ
る場面を整理する 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１３回 困難を抱える子どもたち 
事前学習 発達障害について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第１４回 心理教育 
事前学習 

学校場面で必要とされる対人関係スキルについて書き
出す 

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整理する 

事後学習 
これまでの授業で学んだことを，教育の現場でどのよ

うに生かせるか考える 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（初等・幼） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3110 

２．授業担当教員 森 慶輔 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、人間の発達過程および特徴についての心理学の基礎理論を学ぶとともに、発達段階をふまえて

の主体的な学習を支える指導の在り方やクラス集団形成について学ぶ。また、保育や教育現場で生じるさま
ざまな現象に対し、その背景を正しく把握し、有効な対処法を見つけ出す力を身につけることを目的に講義
を行う。 

８．学習目標 
1.幼児、児童及び生徒の心身の発達および学習の過程について理解し、説明することができる 

2. 発達段階の心理的特性に基づき、主体的な学びを促す指導への応用する視点を持つことができる 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

受講学生数によるが、少人数が予想されるため、受講学生によるプレゼンテーションやディスカッションを

基に講義を進める予定である。よってアサインメントは教科書の該当箇所を精読することである。詳細は第

１回の講義で説明する。（受講学生数が多い場合は変更の場合もあるが、事前に周知する。）レポート課題、 

試験は講義内で説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】石井正子・中村徳子 編『教職に生かす教育心理学』みらい 

【参考書】授業内で紹介する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの発達を踏まえた教育心理学の基本的な知識について理解し、説明できるか。 

２．学んだ知識に基づいて子どもの行動を理解し、教育や保育の現場で応用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度（グループワーク等） 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末試験） 総合点の 40％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

①以下に示す授業展開は予定であり、学生の興味関心等により変更することもあり得ます。 

②授業中の私語など授業の進行の妨げとなる行為や他の受講生の迷惑となる行為は厳禁です。 

③幼稚園教諭一種免許状取得のための必修科目です。この科目は、皆さんが将来、教育領域、保育領域で働

く際に、子どもや保護者を理解するために非常に重要な領域です。随時、キーワード等を見直し、理解を深

めて下さい。 

13．オフィスアワー 第１回講義の際に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業オリエンテーション 
発達を学ぶ意義 

事前学習 シラバスを確認し、授業準備をする 

事後学習 授業に必要な教材をそろえる 

第２回 発達における遺伝と環境の相互作用 
事前学習 「発達」の意味を調べる 

事後学習 遺伝と環境の相互作用をまとめる 

第３回 身体・運動発達 
事前学習 身体発達の特徴を調べる 

事後学習 身体発達と運動発達の各時期をまとめる 

第４回 知覚の発達 
事前学習 知覚とは何かを調べる 

事後学習 知覚の発達をまとめる 

第５回 認知・思考の発達 
事前学習 ピアジェの認知発達について調べる 

事後学習 認知発達についてまとめる 

第６回 言語の発達 
事前学習 言語の発達過程について調べる 

事後学習 言語発達における遺伝と環境の影響をまとめる 

第７回 自己意識・対人関係の発達 
事前学習 「自己意識」とは何かを調べる 

事後学習 自己意識と社会性の発達の関連を考察する 

第８回 小テストとまとめ 

事前学習 小テストの準備 

事後学習 
これまでの授業を振り返り、わからないところをまと

める 

第９回 学習理論①行動理論 
事前学習 レスポンデント・オペラント条件付けについて調べる 

事後学習 条件付けについてまとめる 

第１０回 学習理論②認知理論 
事前学習 観察学習について調べる 

事後学習 観察学習についてまとめる 

第１１回 動機づけ 
事前学習 「動機づけ」とは何かを調べる 

事後学習 子どもの動機づけの方法を考える 

第１２回 学習評価の方法 
事前学習 平均値と標準偏差の考え方を見直してくる 

事後学習 多様な学習評価の方法をまとめる 

第１３回 主体的な学びを促す①教師の指導 
事前学習 教授法について調べてくる 

事後学習 主体的な学びを促す教師の指導について考察する 

第１４回 主体的な学びを促す②集団づくり 
事前学習 協働学習について調べる 

事後学習 主体的な学びを促す集団作りについて考察する 

第１５回 小テストとまとめ 
事前学習 小テストの準備 

事後学習 これまでの授業を振り返り、期末試験に備える 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3330 

SNMP3330 

SCMP3330 

SBMP3330 

EDTS2105 

EDTS2305 

２．授業担当教員 森 慶輔 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育心理学とは子どもを教育していく上で必要となる人間科学の知識を提示し、子どもの成長を促すため

のより良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学習、

人格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解決の

ための諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それらの知

識をいかに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に対す

る支援の在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１．教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２．教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

３．子どもの発達と学習能力を高めるさまざまな要因について理解できるようになる。 

４．教育の目的から考える学校生活のあり方：理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

５．教育現場における心理社会的課題及び必要な支援について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメント：「14．授業展開及び授業内容」に記載した事前学習、事後学習の通り。 

レポート課題：第１回の講義で説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】石井正子・中村徳子 編『教職に生かす教育心理学』みらい 
【参考書】必要に応じて、適宜資料を配付する。また、他に参考書がある場合はそのつど紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育心理学の基本的な知識を理解し、説明できるか。 

２．教育心理学の知識を教育の場で応用し、活用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度 総合点の３０％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の４０％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は中学校教諭、高等学校教諭一種免許状を取得するための必修科目である。教壇に立つに当たって

の必要な知識、技術を身につけることが要求される。真摯な態度で講義に臨んでほしい。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業で指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 教育心理学とは 
事前学習 教科書 Lesson1を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第２回 発達と教育 
事前学習 教科書 Lesson2を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第３回 知的発達の過程 
事前学習 教科書 Lesson3を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第４回 記憶のしくみ 
事前学習 教科書 Lesson4を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第５回 学習のしくみ 
事前学習 教科書 Lesson6を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第６回 動機づけ 
事前学習 教科書 Lesson7を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第７回 頭がよいとは 
事前学習 教科書 Lesson8を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第８回 パーソナリティと教育 
事前学習 教科書 Lesson9を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第９回 学級集団と学級経営 
事前学習 教科書 Lesson11を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第１０回 学校不適応とカウンセリング 
事前学習 教科書 Lesson12を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第１１回 障害のある子どもたちと特別支援教育 
事前学習 教科書 Lesson13を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第１２回 学習指導の心理学（１） 
事前学習 教科書 Lesson10を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第１３回 学習指導の心理学（２） 
事前学習 アクティブラーニングについて調べておく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第１４回 教育評価の目的と方法 
事前学習 教科書 Lesson14を読んでおく 

事後学習 ワークシートを復習する 

第１５回 まとめ 
事前学習 今までの疑問点を整理しておく 

事後学習 ワークシートを復習する 



 

 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育相談（カウンセリングを含む）（初等・小） （2単位） 

３．科目番号 
EDTE3106 

EDTE3306 
２．授業担当教員 八重樫 節子 

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 

教育相談とは、幼稚園・小学校や中学校・高等学校など教育現場において、幼児・児童・生徒のこころの問

題を扱うだけでなく、幼児・児童・生徒を取り巻く家族や友人状況、地域・家庭の教育力の低下等、家庭や

社会環境の変化なども考慮しながら進められていく、教育現場における心理的な支援活動である。本授業で

は、教師あるいはスク－ルカウンセラ－が行う教育相談活動について、幼児・児童・生徒を理解するために

必要な知識や方法およびカウンセリングを含めた実際の介入方法などについて、知識を深めロールプレイや

討論も交えながら実践力を身につけることを目的とする。 

８．学習目標 

1.教育相談の意義と目的、内容と領域について理解し、説明することができるようになる。 

2.教育現場における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明や討論（事例検討も含める）
をすることができるようになる。 

3.教育相談を効果的に展開するため、枠組みとなる代表的なカウンセリングの理論と技術について理解し、 

説明やロールプレイをすることができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面や現代の諸課題について理解し、説明や討論をすることができる
よ 

うになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・教育相談についての理解を円滑にするために、教科書の関連部分を読むことを第２回から第１４回の事前

学習とする。 

・レポート課題 「ある事例の解決に向けた支援の手立てについて論述する。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

春日井敏之・伊藤美奈子『よくわかる教育相談』ミネルヴァ書房、2011。 
※必要に応じて授業内でプリントを配布する。 
【参考書】 

石隈利紀・藤井英行・田中輝美『生涯発達の中のカウンセリングⅡ』サイエンス社、2013。 
文部科学省『生徒指導提要』教育図書、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育相談の意義と理論を理解し、説明できるか。 

2. カウンセリングに関する基礎的・基本的事項を理解し、説明やロールプレイをすることができるか。 

3. 教育相談の具体的な進め方やポイントを理解し、組織的な取り組みや他機関との連携の必要性、現代の課
題を把握して説明や討論（事例検討も含める）をすることができるか。 

 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

1.積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の５０％ 

2.レポート（小論文、中間レポートを含む） 総合点の５０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

学校現場ではいじめ・不登校対策、学級の気になる子への対応策、保護者対応などにかかわって、学校にお

ける教育相談が一層重視されています。学校現場の大変さをしっかり把握し、さまざまな問題を抱えている

子ども及び保護者を含め、組織的にどのような対応をしていけるのか具体的事例をもとに演習やディスカッ

ションをまじえながらカウンセリングマインドを持つ教師を目指して、取り組んでいきましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、教師に求められるカ

ウンセリングマインドについて 

－カウンセリング演習 傾聴・繰り返し－ 

事前学習 
教育相談の「意義」と「目的」について、自分なりの考

えを持って講義に臨む。 

事後学習 
授業内容について理解したことをワークシートにまとめ

ファイリングする。 

第２回 

受容(共感)と指導(要求)、生徒指導と教育

相談など 

－カウンセリング演習 傾聴・繰り返し－ 

事前学習 
教科書の pp.10～19 を熟読し、授業に生かす臨床的視点

pp.18の事例について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、子どもの心を聴くことの意味と意義

を理解したことをワークシートにまとめファイリングす

る。 

第３回 
子どもの発達課題と教育相談 

－カウンセリング演習 明確化－ 

事前学習 
教科書の pp.22～35 子どもの発達と教育相談を熟読し、

学童期の発達と教育相談について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、子どもの発達に合わせた教育相談に

ついて理解したことをワークシートにまとめファイリン

グする。 

第４回 

学校現場における「問題行動」と教育相談

①不登校、いじめなど 

－事例によるカウンセリング演習  

明確化 児童との面接（不登校傾向）－ 

事前学習 

教科書の pp.42～47 学校現場における「問題行動」と教

育相談を熟読し、不登校、いじめの指導・支援について

予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、不登校、いじめなどの問題行動のと

らえ方と支援の視点などを理解したことをワークシート

にまとめファイリングする。 

第５回 学校現場における「問題行動」と教育相談 事前学習 教科書の pp.48～57 学校現場における「問題行動」と教



 

 

②万引き、虐待など 

 －事例によるカウンセリング演習 

沈黙の処理 児童との面接（虐待）－ 

育相談を熟読し、万引き、虐待の指導・支援について予

習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、万引き、虐待などの問題行動のとら

え方と支援の視点などを理解したことをワークシートに

まとめファイリングする。 

第６回 

特別支援教育と教育相談①発達障害とは 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（ＡＤＨＤ）－ 

事前学習 
教科書の pp.62～69 特別支援教育と教育相談を熟読し、

発達障害のとらえ方と対応について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、特別支援教育の基本的な考え方や発

達障害を理解したことをワークシートにまとめファイリ

ングする。 

第７回 

特別支援教育と教育相談②発達障害へのか

かわりと組織的な取り組み 

－校内委員会の模擬演習－ 

事前学習 

教科書の pp.70～81 特別支援教育と教育相談を熟読し、

気になる子どもへのかかわりと学級の取り組みについて

予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、特別支援教育コーディネーターの意

義と役割､校内委員会の実際について理解したことをワ

ークシートにまとめファイリングする。 

第８回 

予防・開発的取り組みと教育相談①構成的

グループ・エンカウンター、ブリーフ・カ

ウンセリングなど 

事前学習 

教科書の pp.82～87 予防・開発的取り組みと教育相談を

熟読し、問題解決から予防・開発的な教育相談について

予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、さまざまな教育相談にかかわる技法

を理解したことをワークシートにまとめファイリングす

る。 

第９回 

予防・開発的取り組みと教育相談②アサー

ション・トレーニング、交流分析、ピアサ

ポートなど 

事前学習 

教科書の pp.88～97 予防・開発的取り組みと教育相談を

熟読し、アサーション・トレーニングについて予習をす

る。 

事後学習 
授業内容を復習し、交流分析、ピアサポートなどを理解 

したことをワークシートにまとめファイリングする。 

第１０回 

教師への支援と教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

教師との面接（悩む学級担任）－ 

事前学習 
教科書の pp.102～121 教師への支援と教育相談を熟読

し、教師支援の必要性について予習をする。 

事後学習 
授業内容を復習し、教師へのメンタルヘルスを理解した

ことをワークシートにまとめファイリングする。 

第１１回 

保護者への支援と教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（子育て不安）－ 

事前学習 

教科書の pp.122～141 保護者の支援と教育相談を熟読

し、モンスターペアレント、若い保護者の子育て不安へ

の支援について予習をする。 

事後学習 
授業内容を復習し、親が抱えている問題への対応を理解

したことをワークシートにまとめファイリングする。 

第１２回 

校内の相談システムと教育相談（チーム学

校としてのチーム支援） 

－チーム支援の模擬演習－ 

事前学習 
教科書の pp.142～159 校内の相談システムと教育相談を

熟読し、ネットワーク支援について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、チーム学校としてチーム支援のシス

テムを理解したことをワークシートにまとめファイリン

グする。 

第１３回 

スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーと教育相談 

－実際に活用する模擬演習－ 

事前学習 

教科書の pp.162～181 スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーと教育相談を熟読し、学校で役立つ

スクールカウンセラー（SC）の条件について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、スクールカウンセラーとスクールソ

ーシャルワーカーの役割と活用の実際を理解したことを

ワークシートにまとめファイリングする。 

第１４回 

専門機関との支援ネットワークと教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（医療受診）－ 

事前学習 

教科書の pp.182～201 専門機関とのネットワークと教育

相談について熟読し、医療機関との連携について予習を

する。 

事後学習 
授業内容を復習し、教育福祉医療及びそのたの機関との

連携を理解しワークシートにまとめファイリングする。 

第１５回 
授業のまとめ 

グループワーク（発表） 

事前学習 
第１４回までの授業で、教育相談について自分が理解し

た内容を整理しておく。 

事後学習 
授業全体をふり返り、講義内容の理解を確認したことを

ワークシートにまとめファイリングする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育法規（初等・幼） （2単位） 

３．科目番号 SJTC1402 

２．授業担当教員 山本 豊 

４．授業形態 

教育法規の基礎的な内容の把握については講義方式で進めるが、質
疑応答も含んだ双方向の授業が基本である。 

事例・演習問題等ではグループ・ディスカッションを取り入れ、全
体発表、検討などでは学生主体の授業を実施する。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
法学や憲法などを事前に履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本科目は、幼稚園・小学校・特別支援学校などの教育職員免許取得のためのものである。 

本講では、幼小連携を踏まえた教育法規の基礎知識を習得させながら、その上で、学校教育や幼児・児童・

生徒及び教職員に関する法律上の課題について、教育関係法令等に基づきながら実践的な事例を取り上げ、

幼稚園・小学校や特別支援学校の幼稚部・小学部などで生じる基礎的な法的問題に対応できる教員となるた

めの授業を実施する。 

教育法規に関する内容は、教員採用選考試験の教職教養科目や面接試験等の中で問われる頻度が一番高いも

のである。そこで、講義の中に随時、各都道府県の教員採用選考試験で出題された教育法規に関する問題を
取り上げ、法規に関する具体的な運用と解釈能力を養う。 

８．学習目標 

教育法規を学修したことで、下記の目標を達成し、法に根拠ある教育活動ができる教員となること。 

また、教員採用選考試験の教職教養の教育法規に関する問題に対応できるようになること。 

１． 教育法規の基礎知識について知り、その内容について説明できるようになることを目的とする。 

２． 教育関連法規の具体的な内容について学校(幼稚園・小学校及び特別支援学校の幼稚部・小学部)での諸

課題と照らし合わせて学び、考察することで、自らの意見をまとめ、発表することができるようになる。 

３． 今日の学校で生じている教育法規に関する諸課題を学び、グループ・ディスカッションなどを通して課

題解決能力を身につけ、自分の言葉でまとめ、発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・ 予習が欠かせない科目である。なぜならば予習することによって、課題意識をもって講義に臨むことが

できるからである。その結果、学習の理解度に大きな差が生じることになるからである。 

・ 予習とはシラバスに対応して、「有権解釈に重きを置いた 教育法規」を読み、「書いて理解する 教育

法規」の空欄を埋めて講義に臨むこと。 

・ 講義内容に応じて、教員採用選考試験の過去問を配布するので、事前に解いて講義に臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
山本豊著『有権解釈に重きを置いた 教育法規 第四版』学校図書。（教科書と表示する） 

山本豊著『書いて理解する 教育法規 第三版』オフィス・サウス（サブノートと表示する） 
必要に応じて資料を配布する。 
【参考書】 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法学（憲法を含む）での学習を踏まえ、教育法規という学校教育に関する法規を理解できたか。 

２．各学校（幼稚園・小学校・特別支援学校の幼稚部・小学部）に応じた教育法規の内容について具体的事

例を通して学び、身に付けることができたか。 

３．学んだ教育法規に関する知識を活用して教員採用選考試験問題を解き、選考試験に対応できる力を身に

付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（発表、授業態度） ４０％ 

事前・事後学習の内容、や理解度テストの結果、出席状況等 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、判断力、問題解決能力を養成し、より実践的で具体的な知識を得ること

を目的としている。目的を達成するために受講生は以下の条件を守ること。 

１．授業中は、良き緊張感と集中力を保持して積極的な態度で授業に臨むこと。 

２．講義内容について事前に教科書を読み、サブノートの空欄を記入するなどの予習を必ず行い、課題意識

をもって講義に臨むこと。 

３．自ら進んで発表したり、質問したりして講義内容の理解に努めること。 

４．欠席、遅刻、早退をした場合は学習カードにその理由を記入すること。緊急事態が生じない限り、定刻

に授業は開始する。 

５．授業中の着帽、私語、飲食（ガムを含む）等は認めない。また、スマートフォンや携帯電話等は机上に

置かずにバッグの中にしまっておくこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

２．受講生全体に聞こえる声で話しをするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３．一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を目指す。 

４．遅刻、早退、授業中の着帽、居眠り、私語、スマートフォンや携帯電話の使用等、授業に臨む上で不適

切な言動が見受けられた場合は、厳格に対処する。 

５．授業開始前には教室にいるように心がけているので、質問がある人は早めに来室して疑問の解消に努め

ること。また、授業後もすぐには退室しないので（次の授業までの時間がとれる限り）、詳しく知りたいと思

う内容があったら、遠慮無く尋ねること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、教育法規を学ぶ意義 

教育法規の体系と構造―  

教育法規、法体系と法の形式・形式的効力、
国の主な法令、地方の主な法規、法令間の矛
盾抵触を解決するための諸原理などについて
理解する。 

事前学習 

教科書のはしがき及び p20～p29を熟読し、それに対応
するサブノートの空欄を埋める。また、教科書の質問
コーナーの解答を考えることで、教育法規に興味や関
心をもつ。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味・

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第２回 

日本国憲法の教育に関連する規定―  

教育を受ける権利、義務教育、法の下の平等、

信教の自由、学問の自由などについて理解す

る。  

事前学習 
教科書の p30～p37を熟読し、興味や疑問を抱いたこと
について図書館やインターネット等で調べる。教科書
に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第３回 

教育基本法―① 

教育の目的、教育の目標、教育の機会均等、

学校教育、教員などについて理解する。  

事前学習 

教科書の p38～p50を熟読し、質問コーナーの解答を考
えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図書
館やインターネット等で調べる。また、教科書に対応
するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第４回 

教育基本法―② 

家庭教育、社会教育、学校、家庭及び地域住
民等の相互の連携協力、政治教育、宗教教育、
教育行政などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p50～p58を熟読し、興味や疑問を抱いたこと
について図書館やインターネット等で調べる。教科書
に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。教育

基本法の理解度テストに備える。 

第５回 

学校教育―① 

学校教育法１条校、学校の設置と管理、組

織編制、学校の運営などについて理解する。 

理解度テスト ① 

事前学習 

教科書の p60～p77を熟読し、質問コーナーの解答を考
えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図書
館やインターネット等で調べる。教科書に対応するサ
ブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問するこ

と。 

第６回 
学校教育―② 

学校教育の目的と目標、教育課程、学習指導
要領などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p77～p94を熟読し、興味や疑問を抱いたこと
について図書館やインターネット等で調べる。教科書
に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第７回 

学校教育―③ 

教科書の使用義務と補助教材、備え付け表簿
の内容とその保存期間、学年・学期・授業日・
休業日などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p94～p106 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。

学校教育の理解度テストに備える。 

第８回 

児童・生徒―① 

義務教育、義務教育諸学校の入学・転学・

退学・卒業、懲戒・体罰（その１）などに

ついて理解する。 

理解度テスト ② 

事前学習 

教科書の p108～p119を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。教科書に対応する
サブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第９回 
児童・生徒―② 

懲戒･体罰（その２）、出席停止について理解
する。 

事前学習 
教科書の p119～p147を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。

理解度テストに備える。 

第１０回 

学校保健・安全・給食―① 

学校保健、学校安全、学校給食について理

解する。 

事前学習 

教科書の p148～p174を熟読し、質問コーナーの解答を

考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図

書館やインターネット等で調べる。教科書に対応する

サブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 



 

 

第１１回 

特別支援教育 

 特別支援学校、特別支援学級、通級による

指導について理解する。 

 

教職員－① 

 教員、教育公務員の定義 

事前学習 

教科書の p176～p187を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。教科書に対応する
サブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１２回 
教職員―② 

学校に配置される教職員、配置職員と職務教
職員の資格などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p188～p200を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１３回 
教職員―③ 

免許状、任用、服務、分限処分と懲戒処分な
どについて理解する。 

事前学習 
教科書の p200～p250を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１４回 

教職員―④ 

研修、給与、勤務時間その他の勤務条件な

どについて理解する。 

教育行財政― 

国と地方の役割分担、教育委員会、学校の管
理及び経費の負担などについて理解する。  

事前学習 

教科書の p251～p311を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。教科書に対応する
サブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１５回 

その他の教育関連法規― 

国家賠償、社会教育、学校図書館法、児童

虐待の防止等に関する法律などについて理

解する。 

理解度テスト ③ 

事前学習 

教科書の p312～p365を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。教科書に対応する
サブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

本授業を振り返り、学習目標を達成できたかどうか自

己評価する。課題が残った場合は、今後の学習や実習

等で解決を図る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等・小） （2単位） 

３．科目番号 EDTE2104 

２．授業担当教員 望月 之美 

４．授業形態 講義、グループ討議を用いる。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学概論や教育課程論などを事前に履修していることが望ましい。 

７．講義概要 
学校における教育活動の中核である授業を、児童・生徒が主体的・対話的で深い学びを実現し、これからの

社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器
及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 学ぶことの意味を捉え直し、問いを持つことの大切さを理解するとともに、これからの社会を担う子供た
ちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解する。 

2. 教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付ける。 

3. 情報機器を活用した効果的な授業や情報活用能力の育成を視野に入れた適切な教材の作成・活用に関する
基礎的な能力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前に指定された教科書のページを読み、気になるところなどにアンダーラインをひいてくる。講義はじめ

には、前時の復習の小テストがあります。中間と後半に課題の提出があるので、それらにしっかり取り組み

期限までに提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
佐藤学『教育の方法』放送大学叢書 
【参考書】 

多田敏文著『教育の方法と技術』学芸図書株式会社 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 
【参考資料】 

生徒指導提要（平成 22年 3月告示 文部科学省） 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「何をどのように教え・学ばせるのか」「何が出来るようになるか」という観点から、教育方法を習得す
ることが出来たか。 

２．教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

「何をどのように学ばせるのか・・・」大体はわかっても、具体的にどんな授業構想を持ってやっていくべ

きかわからないでしょう、この授業では具体的な手法や方法をおりまぜて、その根拠となる背景の中に意味

づけて学習します。また、授業の構造やそのリフレクションの方法、タブレットやデジタル教材についても

学習します。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義でガイダンスします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業と学びの世界へ 教室の思い出・教室の風景 
事前学習 良い学校とはどんな学校か書けるようにしてくる 

事後学習 問題を共有している学校について考える 

第２回 変貌する教室 転換期の学校 21 世紀の教室 
事前学習 pp.21~24 を読んでくる 

事後学習 PISA の結果と 21 世紀的な教育について復習する 

第３回 
授業の様式  教えるという行為の二つの意味  

模倣的様式と変容的様式 

事前学習 pp.44~46 を読んでくる 

事後学習 日本の学校文化のこれからについて考える 

第４回 

授業の歴史・・・フィンランド･欧米の例 近代以

前の教育 「コメニウスの大教授学」一斉授業の

成立 新教育による学校改革 

事前学習 pp.35~43 を読んでくる 

事後学習 

授業の中で見たフィンランドの授業や学校の様子と

日本の授業や学校の違いをまとめて書き、自分の考

えも述べる･･提出 

第５回 
授業の歴史・・・日本の例 近代学校と授業の成

立 新教育の成立 戦後新教育  

事前学習 pp.75~85 を読んでくる 

事後学習 今日までの教育の変遷についてまとめる 

第６回 
学びの創造 行動主義の学びと認知主義の学び 

活動主義の学び   

事前学習 pp.86~89 を読んでくる 

事後学習 活動主義の学びの特色について考える 

第７回 
協同的な学び 対話的実践 「協同」の意味 教

室のコミュニケーション 互恵的な学び 

事前学習 pp.97~101 を読んでくる 

事後学習 互恵的な学びの良さについてまとめる 

第８回 
教室のジレンマ 教室の出来事 教室のジレンマ  

マネージングとコーピング 

事前学習 
配布プリントを読み、認知的な葛藤に線をひいてく

る。 

事後学習 マネージングとコーピングについて自分でまとめる 

第９回 
授業のデザイン 授業の組織 授業の構造 学習

指導案という道筋 

事前学習 
pp.118~120 に図について周辺を読み、その違いや意

味について考えてくる。 

事後学習 
課題プリントを分析し、展開例を作ってくる 

･･提出 

第１０回 
授業の評価 行動科学の方法 質的研究の方法 

発問⇒発言  

事前学習 
自分の作った課題プリントについてその展開に関す

る意味づけをまとめて発表できるようにしてくる 

事後学習 
行動科学の方法  質的研究の方法で自分の作った

授業を評価する 

第１１回 授業の研究・・分析の方法 見えないものを科学 事前学習 掛け算九九がわかるというのはどのような状態のこ



 

 

する 

どの順番にどのような展開を考えるか 

とか考えてくる（発表あり） 

事後学習 分析の方法を自分でできるようにする 

第１２回 

授業の研究・・言語と社会 脳という見えない思

考過程を見えるものにする認知科学「課題の与え

方」 

事前学習 
フランダースとベラックの方法をどちらか選び、説

明できるようにする 

事後学習 認知科学を利用した授業のイメージをつかむ 

第１３回 
カリキュラムと単元の構成 ナショナルカリキュ

ラム 単元の様式 教科学習と総合学習① 

事前学習 pp.151~159 までを読んでくる 

事後学習 単元ということに関して考えを深める 

第１４回 
カリキュラムと単元の構成 ナショナルカリキュ

ラム 単元の様式 教科学習と総合学習② 

事前学習 油性ネームペンを１本持ってくる 

事後学習 付箋紙による分析方法を覚え活用できるようにする 

第１５回 
改革の展望 21 世紀の学校論 IT 時代 英語教

育 道徳の教科化 

事前学習 学校での ITを活用した授業のイメージを持ってくる 

事後学習 学校に求められる力とその方法について考えを持つ 

期末試験 

ミニテストのまとめと、記述による試験を行う 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等・小） （2単位） 

３．科目番号 EDTE2104 

２．授業担当教員 藤原 寿幸 

４．授業形態 講義、グループ討議を用いる。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
学校における教育活動の中核である授業を、児童・生徒が主体的・対話的で深い学びを実現し、これからの
社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器

及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 学ぶことの意味を捉え直し、問いを持つことの大切さを理解するとともに、これからの社会を担う子供た

ちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解する。 

2. 教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付ける。 

3. 情報機器を活用した効果的な授業や情報活用能力の育成を視野に入れた適切な教材の作成・活用に関する

基礎的な能力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・事前・事後学習を確実に行うよう努力すること。 

・「あなたはどのような要素を特に大事にして授業を行うか」について、授業で学んだことを挙げながら、

1000字程度でまとめなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

岡田涼・中谷素之・伊藤崇達・塚野州一『自ら学び考える子どもを育てる教育の方法と技術』北大路書房、
2016年 
【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社 
生徒指導提要（平成 22年 3月告示 文部科学省） 
 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「何をどのように教え・学ばせるのか」「何が出来るようになるか」という観点から、教育方法を習得す
ることが出来たか。 

２．教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

３．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

近い将来に、自分が子ども達の前で教育活動を実践していくイメージをもちながら、学びの意味を再認識し、

子どもの認識に応じた教育方法を考え、効果的な教育の仕方を身に付けてほしいです。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・児童生徒の学びを支
える指導・学力の分類と指導 

事前学習 教科書の序章、第 1章 pp．1～22を通読してくる。 

事後学習 
pp．1～22 の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。 

第２回 教育における目標 

事前学習 教科書の第 2章 pp．23～39を通読してくる。 

事後学習 
pp．40～49の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。学習指導案を入手
しておく。 

第３回 教室文化と学習規律・学習指導案の書き方 

事前学習 教科書の第 3章 pp．40～49を通読してくる。 

事後学習 
pp．40～49の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。学習指導案の書き
方を確認しておく。 

第４回 授業における教授方法 
事前学習 教科書の第 4章 pp．50～64を通読してくる。 

事後学習 
pp．50～64の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。 

第５回 授業における指導の技術・模擬授業 
事前学習 教科書の第 5章 pp．65～81を通読してくる。 

事後学習 
pp．65～81の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。 

第６回 学習意欲を促す指導・模擬授業 
事前学習 教科書の第 6章 pp．82～96を通読してくる。 

事後学習 
pp．82～96の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。 

第７回 仲間との協同による学習・模擬授業 
事前学習 教科書の第 7章 pp．97～111を通読してくる。 

事後学習 
pp．97～111 の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第８回 自律的な問題解決を促す指導・模擬授業 
事前学習 教科書の第 8章 pp．112～123を通読してくる。 

事後学習 
pp．112～123の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第９回 ICTを用いた指導方法・模擬授業 
事前学習 教科書の第 9章 pp．124～139を通読してくる。 

事後学習 
pp．124～139の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１０回 授業外の学習の指導・模擬授業 事前学習 教科書の第 10章 pp．140～156を通読してくる。 



 

 

事後学習 
pp．140～156の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１１回 
教師の専門性を高める「子どものつまずき」
に応じた指導・模擬授業 

事前学習 教科書の第 11章 pp．157～177を通読してくる。 

事後学習 
pp．157～177の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１２回 
障害のある児童生徒の理解と支援・模擬授
業 

事前学習 教科書の第 12章 pp．178～193を通読してくる。 

事後学習 
pp．178～193の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１３回 教育における評価と学習 
事前学習 教科書の第 13章 pp．194～209を通読してくる。 

事後学習 
pp．194～209の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１４回 
テストの作成と運用・自ら学び続ける教師
を目指して 

事前学習 教科書の第 14章、終章 pp．210～230を通読してくる。 

事後学習 
pp．210～230の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１５回 

教育方法論のまとめと発表 
・期末レポートを元にグループワーク、発
表 
・授業評価 

事前学習 教育方法論を振り返り概要を整理する。 

事後学習 
教育方法論で学んだことを今後にどう生かすか、成果と
課題をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等・幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP2208  

２．授業担当教員 望月 之美  

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 

特に限定しませんが、教育学概論を受講していることが望ましい 

７．講義概要 

教育方法とは、一般的に､教授･学習の方法を意味しており、幼稚園を含む学校で行うすべての教育指導が

含まれる。本科目では、教育方法の変遷、教育課程、授業の構造、教育の技術、教育評価などの基礎的事項
について理解する。それらを踏まえて、幼児･児童の側に立った指導方法、教材の検討、地域の人材活用､コ
ンピュ－タなどの情報機器を利用した教育方法等について学習する。さらに､今日的課題である幼・保・小の

校種間の連携や､家庭との連携のあり方について考える。 

８．学習目標 

１．教育方法の歴史的変遷を理解する。 

２．教育方法の理論と考え方を理解する。 
３．授業の概念や様式についての理解を深める。 
４．幼・保・小の連携や地域社会との連携のあり方について考え、自分の意見を言うことができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

学習前に教科書を読んでくることが好ましい、最低限前時に配布した課題プリントはやってくること。 

レポートについては、講義の中で説明を行うが夏季休暇の前に1000字程度、期末に1500字程度のレポートを
提出してもらう予定です。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
小田豊・榎沢良彦編『新しい時代の幼児教育』有斐閣アルマ 

【参考書】 
多田敏文著『教育の方法と技術』学芸図書株式会社 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「教育方法」に関する基礎的事項について概ね理解できたか。  
２．「教育方法」に対して、自分の考えや、疑問を持ち、討論などを通して深めることができたか。 
○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 
１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 
２．授業後の提出物・レポート・テストなど  総合点の６０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

教育方法の歴史と理論を体系的に概観し、幼児教育の様々な方法とその意味についていっしょに考えましょ
う 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義の中でガイダンスします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテェーションー教育方法とは 
子どもの権利と幼児教育・小学校入門期教
育 

事前学習 シラバスを読んで、学修の概要を知る。 

事後学習 「学び」について考えを整理する。 

第２回 
西洋における教育思想と教育方法の歴

史・カリキュラム研究の成立と展開 

事前学習 教科書 pp.１~２０を読んでくる 

事後学習 
コメニウス・フレーベル・ヘルバルト・デューイについて
まとめ、構造的に覚える 

第３回 幼児教育の共同体を生かした学び合い。 
事前学習 教科書 pp.27~39 を読んでくる 

事後学習 幼児にとっての共同体の意味と環境をまとめる。 

第４回 
幼児教育の課題  現代の環境と幼児の

育ち・道徳性の育成・生きる力の育成・多
文化理解 

事前学習 教科書 pp.40~49 を読んでくる。 

事後学習 
現代の環境と幼児の育ち・道徳性の育成・生きる力の育成・

多文化理解についてまとめる 

第５回 
幼児の学び・発達と環境幼児にとっての

環境・学びと発達 

事前学習 教科書 pp.51~73 を読んでくる 

事後学習 
幼稚園教育要領を読み、「三つの資質と１０の力について 
まとめる。 

第６回 
幼児の学び・発達と環境  環境と幼児

の発達の姿・遊びを通しての学び・幼児期
に必要な体験 

事前学習 教科書 pp.73~84 を読んでくる。 

事後学習 幼児期に必要な体験についてまとめる 

第７回 
幼児教育の方法①  与えられる「方法」

と探りあてる「方法」 

事前学習 教科書 pp89~102 を読んでくる 

事後学習 
与えられる「方法」と探りあてる「方法」について具体的
場面の適用をまとめる。 

第８回 
幼児教育の方法②幼稚園教育要領に見る

方法・遊びを通して指導するということ・
子どもの主体性を生かすということ。 

事前学習 教科書 pp.116~137 を読んでくる 

事後学習 子どもの主体性について考え、まとめる 

第９回 教育の道具・素材・環境を考える 

事前学習 
教科書 pp.142~156 を読んでくる  ハサミを持参するこ
と 

事後学習 
体験活動の発達に合わせた提示と教師の言葉についてまと

める 

第１０回 
教育実践を支える理解  教育実践と幼

児理解・理解の内容・教える人の姿勢・実
践研究 

事前学習 教科書 pp.169~188 を読んでくる 

事後学習 幼児理解・理解の内容・教える人の姿勢についてまとめる 

第１１回 
共同体づくりということ・幼稚園・保育

所・認定子ども園の中でつけるべき資質 

事前学習 教科書 pp.197~221 を読んでくる 

事後学習 
幼稚園・保育所・認定子ども園の中でつけるべき資質につ

いてその共通性とその後の初等教育への関連をつかむ 

第１２回 
現代の保育内容・幼児期から児童期への

教育 
事前学習 配布物を読んでくる 

事後学習 具体的な授業づくりについてのプランニングをする 

第１３回 模擬授業の発表・協議 
事前学習 

学習成果を生かして 5歳児での模擬授業について計画を作
成して臨む 

事後学習 教材教具の活用と条件作りについて、まとめる。 

第１４回 模擬授業の発表・協議 事前学習 授業の評価の意義について，調べておく。 



 

 

事後学習 
授業の構成要素について，自分の大切にしたいことを選 
びレポートを考える。 

第１５回 
幼小連携ということ・子ども達の未来を考
える授業のまとめ  

事前学習 教科書 pp.222~238 を読んでくる 

事後学習 教育方法論で得た学びを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（小学校） （2単位） 

３．科目番号 EDTE4391 

２．授業担当教員 加藤 敏明 

４．授業形態 講義、演習、実習等を適宜利用する ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教職に関する単位を取得してから履修することが望ましい。 

７．講義概要 

教職実践演習（小学校）は、本学の教員養成に必要な「理論と実践」の融合を目指す科目として設定され
ている。これまでの学習を通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に
統合され、形成されたかについて、最終的に確認する科目である。 
この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応

じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできる
ようになることを期待して実施される科目である。 

８．学習目標 

教員として求められる資質・能力の形成に関して、以下の目標を設定し、達成することができる。  
① 職務遂行に必要な使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項を再確認する。 
② 社会性や対人関係能力に関する事項の発揮に関しての再確認をする。 
③ 実習等で得られた幼児・児童・生徒理解の仕方や学級経営の在り方等に関する事項の再確認をする。 
④ 教科・領域等教育課程の実施に当たっての指導力・実践力に関する事項の再確認をする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１：学級経営案を作成し提出する。 

課題２：学級の中に、障害（ＬＤ，ＡＤＨＤ，身体障害者等）のある児童がいた場合の対応について、１つ

例を挙げて自分の考えを１，０００字以内で記述せよ。 

課題３：保護者が、自分の子どもがクラスでいじめられていると訴えてきたときの対応について、自分の考

えを１，０００字以内で記述せよ。 

課題４：学級通信を作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】教科書は使用しない。 

【参考書】『小学校学習指導要領解説 総則編』20１8年。 

梨木昭平著『教職実践演習 ロ－ルプレイ・ロールレタリング対応』大学教育出版、2013年。 

梨木昭平著『最新教職概論 生徒指導論 教職実践演習対応』大学教育出版、2015年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ３０％ 

レポート課題      ４０％ 

日常の学習状況     ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

○受講生に期待すること 

 １．授業中は真剣に取り組み、分からないところは質問すること。 

 ２．授業中は、他人に迷惑をかけないよう、私語・携帯電話・居眠り・飲食を禁止する。 

 ３．予習・復習をしっかり行い、学習内容を確実に習得すること。 

 ４．レポートや副教材のプリント等は各自整理整頓に努め、学習内容の大切な資料として活用すること。 

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

13．オフィスアワー 第１回目の時に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

シラバスの説明、班編制、授業の受け方。 

教育実習や指導法の授業を受けてきて、教師になったとき

の不安について発表する。 

事前学習 
教師になったときの不安について自分の考

えを持っておく。 

事後学習 新学習指導要領解説総則編を読んでおく。 

第２回 

新学期を迎え、クラスの座席・係・当番等の決定について

留意することを学習する。 

課題１：学級経営案の見本を見て作成する。 

事前学習 
座席・係・当番等どのように決めるか自分の

考えを持っておく。 

事後学習 教室環境を考えた学級経営案を考えておく。 

第３回 

学級経営案の書き方を学習する。 

学級経営案の提出。（各自の経営案をグループで討論し、

発表する） 

事前学習 各自の学級経営案を作成する。 

事後学習 授業後に、学級経営案を修正しておく。 

第４回 
組織の一員としての報告・連絡・相談の在り方について、

事例として学習する。 

事前学習 
保護者との対応について自分の考えを持っ

ておく。 

事後学習 報告・連絡・相談の在り方をまとめておく。 

第５回 

家庭訪問・保護者会の持ち方について学習する。 

担任としての学校経営方針について、グループで討論し発

表する。 

課題２：クラスに障害者がいるときの対応について、１つ

事例を挙げて 1,000字以内にまとめる。 

事前学習 家庭訪問や保護者会の持ち方を考えておく。 

事後学習 課題２のレポートの事例を考えておく。 

第６回 

クラスに障害者がいるときの対応について学習する。 

提出されたレポートの事例ごとにグループを作り、討論し

発表する。（事例研究） 

事前学習 自分の考えた事例のレポートを作成する。 

事後学習 レポートを修正しておく。 

第７回 
事例研究（わがままで教師の言うことを聞かない児童の対

応）を通して、グループで討論し発表をする。 

事前学習 個々の児童の対応について考えておく。 

事後学習 個に応じた指導の在り方をまとめておく。 

第８回 
事例研究（不登校児童に対する対応）を通して、グループ

で討論し発表をする。 

事前学習 教師や専門家との連携を考えておく。 

事後学習 児童の実態や保護者の願いもまとめておく。 



 

 

第９回 
ロールプレイ（いじめへの対応）を通して、グループで討

論し発表をする。 

事前学習 組織人としての対応を考えておく。 

事後学習 各自、いじめの対応をまとめておく。 

第１０回 

ロールプレイ（いじめられている子の保護者の訴えに対す

る対応）を通して、グループで討論し発表する。 

課題３：保護者が、子どもがいじめられていると訴えてき

たときの対応について、1,000字以内に自分の考

えをまとめる。 

事前学習 
いじめられている子の保護者への対応をま

とめておく。 

事後学習 
課題３のレポートについて、自分の考えをま

とめておく。 

第１１回 

個に応じた指導のあり方について、事例ごとにグループで

討論し発表する。 

課題３を提出する。 

事前学習 課題３のレポートを作る。 

事後学習 組織としての取り組みを考える。 

第１２回 
子どもの力を引き出す手立てと児童理解を学習する。 

（学級活動の事例を通してグループで討論し発表する） 

事前学習 まとまりのある学級作りを考えておく。 

事後学習 色々な事例を考えておく。 

第１３回 

指導力を高める教材研究の仕方について学習する。 

（児童の実態把握と個に応じた指導の在り方について、討

論し発表する） 

事前学習 児童の実態把握の仕方を考えておく。 

事後学習 
学習の遅れている児童の対応について考え

ておく。 

第１４回 

学年会・職員会議・校務分掌での組織人としての協力につ

いて討論し発表する。 

課題４：学級通信を作成する。 

事前学習 校務分掌での提案の仕方を考えておく。 

事後学習 
会議での提案の仕方をまとめておくととも

に、学級通信の内容を考えておく。 

第１５回 

教師に求められる資質について、討論し発表する。 

自己の教育指導の考え方について討論し発表する。 

課題４を提出する。 

事前学習 
教師の資質について考えてくるとともに、学

級通信を作成する。 

事後学習 各自で目指す教師像を考えておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（小学校） （2単位） 

３．科目番号 EDTE4391 

２．授業担当教員 古俣 龍一 

４．授業形態 講義、演習、実習等を適宜利用する ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
小学校教員資格に関わる全ての授業を既習していることが望ましい 

７．講義概要 

教職実践演習（小学校）は、本学の教員養成に必要な「理論と実践」の融合を目指す科目として設定され
ている。これまでの学習を通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に
統合され、形成されたかについて、最終的に確認する科目である。 
この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応

じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできる
ようになることを期待して実施される科目である。 

８．学習目標 

教員として求められる資質・能力の形成に関して、以下の目標を設定し、達成することができる。  
① 職務遂行に必要な使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項を再確認する。 
② 社会性や対人関係能力に関する事項の発揮に関しての再確認をする。 
③ 実習等で得られた幼児・児童・生徒理解の仕方や学級経営の在り方等に関する事項の再確認をする。 
④ 教科・領域等教育課程の実施に当たっての指導力・実践力に関する事項の再確認をする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・教科指導等の内容、生活指導に関する諸課題、学級経営に関する留意点等にかかわる講義に関して､指示の

あった課題についてレポートを提出する。締切日は厳守すること。 

・模擬授業については、指導案の作成および振り返りをし、レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社（現行および新解説書） 

・その他の資料は必要に応じて適宜準備する 

【参考書】 

・古俣龍一『トラペジウム』佳文社（適宜資料は配布） 

・各自の「教職履修カルテ」と「教育実習日誌」（第 1回目の授業の際に回収する） 

・必要に応じて適宜提示する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ３０％ 

レポート課題      ４０％ 

日常の学習状況     ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業はこれから教育現場へ赴くみなさんに対して、教員として必要となる資質を身につけるにはどのよ

うなことが重要なのかを学習します。おもな学習目標は以下の項目に示します。みなさんはこれらの目標を

達成することが目的となります。 

①職務に対して使命感や責任感をもち、児童に対する愛情を豊かにもち続けるには 

②教科や領域などの指導力に関して実践力を身につけるには 

③社会性や対人関係能力に関する資質を身につけるには 

④児童理解や学級経営などに関する基礎的な能力を身につけるには 

⑤学校組織の一員として有用な力を発揮できるような能力を身につけるには 

これらの学習目標を達成するために事例検討やディスカッション、ロールプレイなどを通してみなさんで学

び合い、即戦力としての力を身につけていきましょう。 

13．オフィスアワー ・オリエンテーション時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

○オリエンテーション（講義･ディスカッションﾝ） 

・本授業の内容と流れの確認 

・「教職履修カルテ」と「教育実習日誌」から各自の成

果と課題を明確にし、課題解決のために何を行うかを

発表する 

事前学習 

本授業のシラバスの確認 

教職履修カルテと教育実習日誌の通読と自己

課題の把握 

事後学習 
自己課題解決のための今後の取り組みのまと

め 

第２回 

○教育実習における課題（講義･ディスカッション） 

・各自の課題についての発表とその解決に向けてのディ

スカッション 

事前学習 教育実習における成果と課題の確認 

事後学習 
教育実習での成果と課題の再確認および今後

の展望 

第３回 

○学習指導要領の変遷および現行の学習指導要領につ

いて（講義･ディスカッション） 

・「新学力観」の考え方 ディスカッション 

事前学習 現行の学指導要領のポイントの把握 

事後学習 
学習指導要領の変遷と現行の学習指導要領に

おける重要点の理解 

第４回 

○学級指導の実際 1（講義･ディスカッション） 

・学校、学年経営案の提示および学級経営案の書き方 

演習 

事前学習 学級経営にかかわる留意点の把握 

事後学習 

校務分掌の理解と組織の一員としての自覚お

よびその中での学級経営の実際についての理

解 

第５回 
○学級指導の実際 2（講義･ディスカッション） 

・事例 1 トラペジウム ディスカッション 

事前学習 
pp.67-68、pp.246-248 および関連したページ

の講読 

事後学習 個に応じた指導の重要性への理解 

第６回 
○学級指導の実際 3（講義･ディスカッション） 

・事例 2 トラペジウム ディスカッション 

事前学習 pp.111-112および関連したページの講読 

事後学習 
具体な学級経営の実際例の理解とその応用の

構想 



 

 

第７回 ○第 1回ディベートオリエンテーション 
事前学習 1回目となるディベートのテーマを考える 

事後学習 決定したテーマについての考えをまとめる 

第８回 ○第 1回ディベート大会 

事前学習 自分の立場と関連する意見をまとめる 

事後学習 
第 1回目のディベートを振り返り、2回目に向

けて準備する 

第９回 

○子供の力を引き出す教師 2（講義･ディスカッション） 

・現場教師もしくは指導主事等による実践報告・意見交  

 換 

事前学習 
「学習指導要領解説」総則編の指導計画作成の

配慮事項を読み直す 

事後学習 
先輩教師の実践やアドバイスを元に自己課題

をまとめる 

第１０回 
○指導力を高めるための教材研究と授業のあり方 

・学習指導案の書き方の確認 演習･ディスカッション 

事前学習 学習指導案の作成の再確認 

事後学習 
指定された形式での学習指導案の作成、模擬授

業の準備 

第１１回 
○代表者による模擬授業１ 

・振り返り グループデスカッションと発表 

事前学習 模擬授業に向けての諸準備 

事後学習 
模擬授業における指摘箇所の確認と今後に向

けてのまとめ 

第１２回 
○代表者による模擬授業 2 

・振り返り グループデスカッションと発表 

事前学習 模擬授業に向けての諸準備 

事後学習 
模擬授業における指摘箇所の確認と今後に向

けてのまとめ 

第１３回 ○第 2回ディベートオリエンテーション 
事前学習 2回目となるディベートのテーマを考える 

事後学習 決定したテーマについての考えをまとめる 

第１４回 ○第 2回ディベート大会 
事前学習 自分の立場と関連する意見をまとめる 

事後学習 第 2回目のディベートを振り返る 

第１５回 

○本授業の振り返りとまとめ 

・履修カルテを見ながら４年間を振り返る 

・まとめのレポート 発表およびディスカッション 

事前学習 「教育実践演習」を通しての成果と課題の整理 

事後学習 
教員としての力量向上のための自己課題の整

理と教師に向けての意志確認 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（小学校） （2単位） 

３．科目番号 SJTC4576 

２．授業担当教員 安次嶺 隆幸 

４．授業形態 講義、演習、実習等を適宜利用する ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教職に関する単位を取得してから履修することが望ましい 

７．講義概要 

教職実践演習（小学校）は、本学の教員養成に必要な「理論と実践」の融合を目指す科目として設定され
ている。これまでの学習を通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に
統合され、形成されたかについて、最終的に確認する科目である。 
この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応

じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできる
ようになることを期待して実施される科目である。 

８．学習目標 

教員として求められる資質・能力の形成に関して、以下の目標を設定し、達成することができる。  
① 職務遂行に必要な使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項を再確認する。 
② 社会性や対人関係能力に関する事項の発揮に関しての再確認をする。 
③ 実習等で得られた幼児・児童・生徒理解の仕方や学級経営の在り方等に関する事項の再確認をする。 
④ 教科・領域等教育課程の実施に当たっての指導力・実践力に関する事項の再確認をする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

★ノート指定 ツバメノートA4品番A5008 JAN：4968796311105 一冊を準備しておくこと。毎回これを出席、

課題レポートに使用します。毎回プリント課題を配布しますので、このノートに貼り、授業後に提出します。 

10．教科書・参考書・

教材 

「礼儀でまとめる学級づくり」（東洋館出版）安次嶺隆幸著、「一瞬で授業に引き込むプロの技」（学陽書房）

安次嶺隆幸著、「世界一の授業をつくる 100の格言」（明治図書出版）安次嶺隆幸著 

参考書：「1 年生のクラスをまとめる 51 のコツ」（東洋館出版）安次嶺隆幸著、「2 年生のクラスをまとめる

51のコツ」（東洋館出版）安次嶺隆幸著 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ３０％ 

レポート課題      ４０％ 

日常の学習状況     ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

★プロの教師を目指そう！ 

この授業を受けることによって、受講者は、次の 3点ができるようになります。 

・現代の学校現場の問題点を理解し、教職として生きる自分の夢を実現する基本姿勢を養うことができる。 

・教師として、児童理解、指導、学級づくり＆授業づくりの理論と方法を理解し、実践することができる。 

・現場に教職として就いた時、問題解決ができる様々な方法を学びとることができる。 

また、この授業では、教職を目指す人材を育成します。第１単元：授業づくり理論と方法、第２単元：学級

づくり理論と方法、第３単元：児童・生徒指導の理論と方法、第４単元：教職の実務、第 5 単元：教職への

道という 5 つの単元で構成されています。各単元は、模擬授業形式で行い、基本レクチャー→グループディ

スカッション→発表→課題提示→次回への展望、というサイクルになっています。講義のまとめとして、自

分格言を発表します。 

★授業の約束 

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。（やむを得ず欠席する場合は、書面を提出のこと。） 

３ 携帯電話の電源は切るとともに操作しないこと、及び私語は厳禁のこと。 

４ レポート、アサイメントについては、指定した日までに必ず提出すること。（遅れた場合は減点です） 

５ 予習をするとともに、教育に関連する図書や新聞記事に関心をもち読むこと。 

６ 教員を目指す大学生としての自覚と覚悟をもち、その品位を保つこと。 

★メッセージ 

授業は、導入がとても大切です。子ども達の眼をしっかりとこちらに引きつけるプロの教師を目指しましょ

う！私が教職３３年間で培った技術、想いを授業でお伝えします。皆さんが教壇に立たれる為に、今何をす

べきか、どう生きるか、子どもをどう観るか、伝授します。教職はとても素晴らしい場所です。プロの教師

になりましょう！ 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

教員・受講者の自己紹介、授業の進め方、シラバスの説明 

第１単元：授業づくり理論と方法 

◆授業でわかるプロの指導技術！ 

・ハイダーの人間関係理論と学級～教室の入った瞬間に授業

の空気をつくる～ 

事前学習 
教科書「世界一の授業をつくる 100 の格

言」1～20を読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第２回 

第１単元：授業づくり理論と方法 

◆授業でわかるプロの指導技術！ 

・子どもの視線・空気づくり理論～授業導入の工夫で子ども

を集中させる 

事前学習 
教科書「世界一の授業をつくる 100 の格

言」21～40を読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第３回 

第１単元：授業づくり理論と方法 

◆授業でわかるプロの指導技術！ 

・導入＆まとめ理論～クラス全員でつくりあげる授業の工夫 

事前学習 
教科書「世界一の授業をつくる 100 の格

言」41～60を読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 



 

 

第４回 

第２単元：学級づくり理論と方法 ◆子どもの姿でわかるプ

ロの指導！ 

・教室環境理論と実際～子どもが足音をたてていない 

事前学習 
教科書「世界一の授業をつくる 100 の格

言」61～80を読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第５回 

第２単元：学級づくり理論と方法 ◆子どもの姿でわかるプ

ロの指導！ 

・学級環境の底辺～テストの間違えを消していない 

事前学習 
教科書「世界一の授業をつくる 100 の格

言」81～100を読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第６回 

第２単元：学級づくり理論と方法 ◆子どもの姿でわかるプ

ロの指導！ 

・余韻授業理論で学級が動く～子どもが授業のまとめをして

いる 

事前学習 
教科書「一瞬で授業に引き込むプロの技」

序章～第 1章を読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第７回 

第３単元：児童・生徒指導の理論と方法◆保護者対応でわか

るプロの対処術！ 

・保護者会理論と実際～「おまかせください」で心をつかむ 

事前学習 
教科書「一瞬で授業に引き込むプロの技」

第 2章～第 3章を読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第８回 

第３単元：児童・生徒指導の理論と方法◆保護者対応でわか

るプロの対処術！ 

・参観日理論と実際～家庭へのメッセージを子どもにわたす 

事前学習 
教科書「一瞬で授業に引き込むプロの技」

第 4章～最後まで読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第９回 

第３単元：児童・生徒指導の理論と方法◆保護者対応でわか

るプロの対処術！ 

・児童・生徒指導の実際と方法～教育観をうまく伝え協力体

制つくる 

事前学習 
教科書「礼儀でまとめる学級づくり」序

章～第 1章を読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第１０回 

第４単元：教職の実務◆時間のつかい方でわかるプロの仕事

術！ 

・教職の実際と工夫～採点は細切れ時間に問題別でする 

事前学習 
教科書「礼儀でまとめる学級づくり」第

2章～第 3章を読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第１１回 

第４単元：教職の実務◆時間のつかい方でわかるプロの仕事

術！ 

・教師の時間管理法～仕事の始めと終わりを決める 

事前学習 
教科書「礼儀でまとめる学級づくり」第

4章～第 5章を読んでくる。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第１２回 

第４単元：教職の実務◆時間のつかい方でわかるプロの仕事

術！ 

・教職の学び～わからないことに時間をかけない 

事前学習 
自分の格言を書いて、プレゼン出来るよ

うにしておく 1。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第１３回 

第５単元：教職への道◆教師力を常にアップするプロの上達

法！ 

・プロ教師への道①～朝一番で教室のぞうきんがけをする 

事前学習 
自分の格言を書いて、プレゼン出来るよ

うにしておく 2。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第１４回 

第５単元：教職への道◆教師力を常にアップするプロの上達

法！ 

・プロ教師への道②～「世界一のクラス」を目標にする 

事前学習 
自分の格言を書いて、プレゼン出来るよ

うにしておく 3。 

事後学習 ノートに自分格言を書いてみる。 

第１５回 

第５単元：教職への道◆教師力を常にアップするプロの上達

法！ 

・プロ教師への道③～新しいことに興味を示し実践する 

事前学習 

自分が教職についた時に、どんな教師に

なりたいかを書いて、プレゼン出来るよ

うにしておく。 

事後学習 
15回のまとめ。教師の道について自分の

夢を描く。 

  



 

 

１．科目名（単位

数） 
教職実践演習（小学校） （2単位） 

３．科目番号 EDTE4391 

２．授業担当教員 沼澤 清一 

４．授業形態 講義、演習、実習等を適宜利用する ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教職に関する単位を取得してから履修することが望ましい。 

７．講義概要 

教職実践演習（小学校）は、本学の教員養成に必要な「理論と実践」の融合を目指す科目として設定され
ている。これまでの学習を通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に
統合され、形成されたかについて、最終的に確認する科目である。 
この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応

じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできる

ようになることを期待して実施される科目である。 

８．学習目標 

教員として求められる資質・能力の形成に関して、以下の目標を設定し、達成することができる。  
① 職務遂行に必要な使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項を再確認する。 
② 社会性や対人関係能力に関する事項の発揮に関しての再確認をする。 
③ 実習等で得られた幼児・児童・生徒理解の仕方や学級経営の在り方等に関する事項の再確認をする。 
④ 教科・領域等教育課程の実施に当たっての指導力・実践力に関する事項の再確認をする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【課題レポート】 

・次の1～3を課題レポートとする。 

課題1：学級経営案を作成し提出する。 

課題2：事例研究①～③の後、講義内容に関連した１つの事例をあげて自分の考えを1000字以内で記述し提出

する。 

課題3：研究授業での指導案（本時）と修正指導案（本時）、修正における学び（600字以内で記述）を提出す

る。 

【振り返りシート】「日常の学習状況」に加味する。 

指定された講義の終了後、講義によって何が解決され、何が解決されなかったのか、また、自分自身

はどのような考えを持ったのかなどについてまとめ、講義終了の３日後までに提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】教科書は使用しない。 

【参考書】文部科学省編『学習指導要領解説 総則編』2018年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ３０％ 

レポート課題      ４０％ 

日常の学習状況     ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

今、大きく変わろうとしている教育界。新学習指導要領の根底には、主体的・対話的で深い学びの実現に

向けての授業改善があり、特に、探究を中心とした総合的な学習の時間の位置づけがあります。「主体的」「対

話的」が求められる授業改善を行うには、まず、教師となる皆さんがそうした姿勢、そうした学びの楽しさ

を実感していなければなりません。そこから生まれる「深い学び」を楽しみましょう。 

子どもの前で、「失敗していいよ」「失敗から学ぶんだよ」と言える教師になるために、講義は、自分から

「失敗を超えて学ぶ姿勢」で取り組んでください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

・本講義の内容と流れの確認 

教職履修カルテと教育実習日誌から各自の

成果と課題を明確にし、課題解決のために何

を行うかを発表する。 

事前学習 

本授業のシラバスの確認 

教職履修カルテと教育実習日誌の通読と自己課題の把握

をしておく 

事後学習 自己課題解決のための今後の取り組みをまとめる 

第２回 

新旧学習指導要領の考え方 

比較を通して新旧学習指導要領の要点をま

とめ、新学力観に基づく指導方法を学ぶ。 

事前学習 
事前に配布された「新旧学習指導要領の比較」をもとに、

今必要とされている学力観について考えておく。 

事後学習 新旧学習指導要領における重要点をまとめる。 

第３回 

学級担任としての願い・学級目標 

「学級担任となったら何をしたいか」につい

て発表する。 

活動を導き、認め合う場の設定について事例

から学ぶ。 

事前学習 
「学級担任となったら何をしたいか」について考えてく

る。 

事後学習 
教師の願いをどのように表現し伝えていくかを具体的な

活動で考え、まとめる。 

第４回 

学級経営案の作成 

学校経営案・学年経営案の提示を受け、学級

経営案の書き方を演習する。 

事前学習 
学級目標（教師の願い）を短い言葉でまとめたものを作

成してくる。 

事後学習 学級経営案を修正し、提出する。 

第５回 

家庭訪問・保護者会の持ち方 

担任として何をするか・何をしてはいけない

かについて、グループ討論後、発表する。 

事前学習 
家庭訪問・保護者会において教師が注意するべきことに

ついて考えてくる。 

事後学習 家庭訪問・保護者会の持ち方についてまとめておく。 

第６回 

保護者との関わり方 

共に子どもの成長を見守る保護者との関わ

り方について、グループ討論後、発表する。 

事前学習 
保護者会などの行事以外での保護者との関わりについて

考えてくる。 

事後学習 
保護者とどのように協力していくか、その具体的な方法

についてまとめる。 



 

 

第７回 

子どもの姿から学ぶ① 

給食・清掃・休み時間・居残り学習の指導の

あり方と教師の立ち位置について考える。 

事前学習 
授業時間以外で、子どもが楽しいと思う時間・嫌だと思

う時間についてまとめてくる。 

事後学習 
教科外の時間の指導について、具体的な方法をあげてま

とめる。 

第８回 

子どもの姿から学ぶ② 

朝の会・帰りの会の映像を見て、いくつかの

視点を設定した後、グループ討論を行い、そ

の意義について検討する。 

事前学習 
自分が児童として行った朝の会・帰りの会の活動を振り

返り、その意義について教師の視点で考えてくる。 

事後学習 

毎日の何気ない活動時間を、教師が目的意識を持つこと

によって有効な時間に変えていくことを通して、教師の

視点から子どもの一日の学校生活を捉え直していく。 

第９回 

事例研究① 

わがままで教師の言うことを聞かない児童

への対応を、グループ討論後、発表する。 

事前学習 
事前に配布された資料をもとに対応の仕方を考えてお

く。 

事後学習 個に応じた対応の仕方についてまとめる。 

第１０回 

事例研究② 

クラスに障がいを持つ子がいるときの対応

について、グループ討論後、発表する。 

事前学習 
事前に配布された資料をもとに対応の仕方を考えてお

く。 

事後学習 個に応じた対応の仕方についてまとめる。 

第１１回 

事例研究③ 

親子の絆をもとにした「いじめ防止の授業」

の実践記録を参考に、いじめ防止の対応方法

について考える。 

事前学習 
自分の経験を振り返りながら、いじめの防止についての

指導法について考えてくる。 

事後学習 
保護者と共に集団意識を築く指導法について、個別指導

との比較を通してまとめる。 

第１２回 

指導・実践力を高める教材研究のあり方① 

・学習指導案の書き方の確認 

・中心発問と板書の意義の再考 

事前学習 研究授業の指導案を振り返る。 

事後学習 
指導案の書き方について、自分の作成したものをもとに

再考する。 

第１３回 

指導・実践力を高める教材研究のあり方② 

教材解釈・授業構成・中心発問・板書計画の

４つの視点から研究授業の指導案をディス

カッションを通して再考・修正する。 

事前学習 自分の作成した指導案の修正箇所を考える。 

事後学習 
ディスカッションを通して、指導案の書き方を再考し、

自分の指導案を修正する。 

第１４回 

指導・実践力を高める教材研究のあり方③ 

研究授業での指導案と修正した指導案を提

示して、その意図を発表する。 

事前学習 修正指導案を作成し、発表の準備をする。 

事後学習 発表での意見を参考に、修正指導案をまとめる。 

第１５回 

教師に求められる資質について、討論し発表

する。 

本授業の振り返りとまとめ 

事前学習 
講義を振り返り、教師に求められる資質について考えて

くる。 

事後学習 各自で、目指す教師像を考えておく。 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（小学校） （2単位） 

３．科目番号 EDTE4391 

２．授業担当教員 深沢 和彦 

４．授業形態 講義、演習、実習等を適宜利用する ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教職に関する単位を取得してから履修することが望ましい。 

７．講義概要 

教職実践演習（小学校）は、本学の教員養成に必要な「理論と実践」の融合を目指す科目として設定され
ている。これまでの学習を通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に
統合され、形成されたかについて、最終的に確認する科目である。 
この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応

じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできる
ようになることを期待して実施される科目である。 

８．学習目標 

教員として求められる資質・能力の形成に関して、以下の目標を設定し、達成することができる。  
① 職務遂行に必要な使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項を再確認する。 
② 社会性や対人関係能力に関する事項の発揮に関しての再確認をする。 
③ 実習等で得られた幼児・児童・生徒理解の仕方や学級経営の在り方等に関する事項の再確認をする。 
④ 教科・領域等教育課程の実施に当たっての指導力・実践力に関する事項の再確認をする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・課題Ⅰ(レポート) 

 教育実習の成果と課題について１６００字A4で１枚にまとめる。 

・課題Ⅱ（構成的グループエンカウンターの実践） 

 2人ずつ担当を決め、授業の初めに構成的グループエンカウンター（SGE）のリーダーを担当し，エクササ

イズの進行を行う。 

・課題Ⅲ（教師の話） 

各回の担当を決め，各自が選定した資料（新聞記事、写真、映像、絵本）を使って、児童に向けた15分程

度の話をする。 

・課題Ⅳ（レポート） 

 「学級内の気になる生徒の対応について」 

 ＊教科・科目を例示してその対応について１６００字A４で１枚にまとめる 

・課題Ⅴ（修了レポート） 

 「学級経営案の作成」 

 ＊様式に従いA４で１枚にまとめる 

※レポートの提出期限はその都度指示する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・河村茂雄編著，深沢和彦，浅川早苗，藤原和政，川俣理恵『イラスト版教師のためのソーシャルスキルト

レーニング』合同出版，2013年 

・配布資料を整理し蓄積するファイルを準備すること 

【参考書】 

・各自の「教職履修カルテ」と「教育実習日誌」 

・構成的グループエンカウンター事典，國分康孝・國分久子，図書文化 2004年 

・その他、必要に応じて紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ３０％ 

レポート課題      ４０％ 

日常の学習状況     ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学生活を締めくくることを自覚して取り組むこと。教育実習での貴重な体験をそれぞれに振り返り、その

成果(成功や失敗)を全体のものとするのがこの授業です。皆さんの教育実習での体験に磨きをかけ、体験を

共有し、英知を出し合い、課題を克服することによって、一人ひとりの学生が教員になることの現実性・可

能性が増し、教職そのものを改めて考える機会となることを期待します。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業時に説明する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（教員・受講者の自己

紹介、授業の進め方、シラバスの説明、グ

ループ編成） 

・構成的グループエンカウンター（SGE）

の理論と実際 

・子どもたちと良好な関係をつくるには① 

事前学習 
教科書第１章「子どもたちと良好な関係をつくる」１～５

までを読んでくる 

事後学習 

SGE 及び子どもたちとの二者関係づくりについてまとめ

る 

第２回 

教育実習の成果と課題 

・SGE の実践・教師の話の実践① 

・子どもたちと良好な関係をつくるには② 

・今後教師に求められる資質・能力とは 

事前学習 
教科書第１章「子どもたちと良好な関係をつくる」６～10

までを読んでくる。 

事後学習 

教育実習の成果と課題をレポートにまとめ，提出する。 

＊レポートⅠの作成をして指示された期限までに提出す

る 

第３回 
事例研究① 

・いじめに関する事例 
事前学習 

教科書第 2 章「子どもたちから信頼を得る１～５までを読

んでくる。 



 

 

・SGE の実践・教師の話の実践② 

・子どもたちから信頼を得る① 
事後学習 

いじめ対応の仕方について整理しておく。 

第４回 

事例研究② 

・学級崩壊に関する事例 

・SGE の実践・教師の話の実践③ 

・子どもたちから信頼を得る② 

事前学習 
教科書第 2 章「子どもたちから信頼を得る６～10 までを

読んでくる。 

事後学習 
予防開発的な集団育成についてまとめておく。 

第５回 

事例研究③ 

・不登校に関する事例 

・子どもたちにクラスのルールを定着・共

有化させる① 

・SGE の実践・教師の話の実践④ 

事前学習 
教科書第 3 章「子どもたちにクラスのルールを定着・共有

化させる」１～５までを読んでくる。 

事後学習 

不登校児童への対応についてまとめておく。 

第６回 

事例研究④ 

・保護者対応に関する事例 

・子どもたちにクラスのルールを定着・共

有化させる② 

・SGE の実践・教師の話の実践⑤ 

事前学習 
教科書第 3 章「子どもたちにクラスのルールを定着・共有

化させる」６～10 までを読んでくる。 

事後学習 

保護者対応について学んだことをまとめ 

第７回 

事例研究⑤ 

・問題行動を繰り返す児童の対応について

の事例 

・子どもたち同士の関係づくりをサポート

する① 

・SGE の実践・教師の話の実践⑥ 

事前学習 
教科書第 4 章「子どもたち同士の関係づくりをサポートす

る」１～５までを読んでくる。 

事後学習 

虐待や問題行動について学んだことをまとめておく。 

第８回 

事例研究⑥ 

・通常学級における特別な支援を必要とす

る児童への対応について 

・子どもたち同士の関係づくりをサポート

する② 

・SGE の実践・教師の話の実践⑦ 

事前学習 
教科書第 4 章「子どもたち同士の関係づくりをサポートす

る」６～10 までを読んでくる 

事後学習 

通常学級でのインクルーシブ教育のポイントをまとめる。

気になる児童の対応について考え，レポートを作成する。 

＊レポートⅣの作成をして指示された期限までに提出す

る 

第９回 

学級経営に関する理論① 

・学級集団アセスメント QU について 

・SGE の実践・教師の話の実践⑧ 

事前学習 
事前に配付した学級づくり関する資料について，読んでお

く。 

事後学習 学級集団づくりの理論にてまとめ，整理しておく 

第１０回 

学級経営に関する理論② 

・QU の分析と活用について 

・SGE の実践・教師の話の実践⑨ 

事前学習 
事前に配付した学級づくり関する資料について，読んでお

く。 

事後学習 
学級集団アセスメントの分析と活用についてまとめてお

く。 

第１１回 

ＳＧＥ実践の実際 

・DVD「鹿島真弓の仕事」視聴 

・子どもたちを注意叱責する時① 

事前学習 
教科書第 5 章「子どもたちを注意叱責する時」１～５まで

を読んでくる。 

事後学習 
SGE の現場での実践について，視聴の感想をまとめてお

く。 

第１２回 

学級経営の実際 

・DVD「菊池省三の仕事」視聴 

・子どもたちを注意叱責する時② 

事前学習 
教科書第 5 章「子どもたちを注意叱責する時」６～10 ま

でを読んでくる。 

事後学習 
学級経営に関する現場実践について，視聴の感想をまとめ

ておく。 

第１３回 

学級経営案の作成 

・どんな学級をつくるか 

・学級経営案の書き方 

事前学習 
これまで学んできた内容をもとに、どんな学級をつくりた

いのか自分の考えを準備しておく。 

事後学習 

学級経営案を仕上げ，レポートを作成する。 

＊レポートⅤの作成をして指示された期限までに提出す

る。 

第１４回 

学級経営案の発表① 

・教師に求められる資質・能力 

・自己の教育指導観 

・自己のめざす教師像 

事前学習 
作成した学級経営案をもとに、自己がめざす教師像につい

て発表できるようにしておく。 

事後学習 
他者の考えを聞き，よいと思ったところを整理しておく 

第１５回 

学級経営案の発表② 

・教師に求められる資質・能力 

・自己の教育指導観 

・自己のめざす教師像 

・授業の総括 

事前学習 
作成した学級経営案をもとに、自己がめざす教師像につい

て発表できるようにしておく。 

事後学習 

他者の考えを聞き，よいと思ったところを整理しておく。 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（中学・高校） （2単位） 

３．科目番号 EDTS4393 

２．授業担当教員 深沢 和彦 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、模擬授業など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教職に関する単位を取得してから履修することが望ましい 

７．講義概要 

大学でこれまで学んできた理論や学習知と教育実習等で獲得してきた実践知との関連や統合を図る。特に、

教育実習成果・課題を踏まえて、生徒の実態に即した授業設計の在り方、教材の準備など、作業や演習をす

る。具体的には 

①これまでの講義や実習で積み重ねた「教職履修カルテ」と「教育実習日誌」、および資料等を基に、教員

として必要な資質・能力に関する自己課題を明確にする。 

②教育実習の体験を基に、討論、事例検討、ロールプレイ、模擬授業等を行う。 

③教育に対する使命感、責任感、生徒・保護者とのコミュニケーションやよい授業を実施するための様々

な準備について、実践的に学ぶ。 

更に、生徒への指導場面で、生徒理解や個に応じること、生徒の多様性に対応することなど実習で、実感

した現場の実態と教員が配慮していること、身に付けたい能力などについて深める。 

また、学校という職場で組織の一員として働くことと、一人の教員として自己実現を図ることを仕事の仕

方として掘り下げ、学校の教員として働くことの現実性を増し、実践力を高める。 

８．学習目標 

 中学校、高等学校の教員として必要な基礎的資質・能力の形成に関して、以下の４項目をテーマおよび到

達目標とする。 

① 職務に対して使命感や責任感を持ち、生徒に対する愛情が豊かであること。 

② 学校で働く組織人として、社会性や対人関係能力が適切であること。 

③ 生徒理解や学級経営等に関する基礎的な能力が身についていること。 

④ 教科内容等の実践的な指導力が習得されていること。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・課題Ⅰ（レポート） 

 「教育実習の成果と課題について」 ＊１６００字A４で１枚にまとめる 

・課題Ⅱ（模擬授業の実践） 

 数名のグループで1つ模擬授業の実践を行い，授業後の検討会を行う 

・課題Ⅲ（指導案の改善） 

  教育実習で自分が行った研究授業の指導案の改善点を整理し，改善点を反映させた指導案を提出する。 

 ＊改善点をA4で1枚にまとめたものに，改善した指導案を添付する。 

・課題Ⅳ（レポート） 

 「学級内の気になる生徒の対応について」 

 ＊教科・科目を例示してその対応について１６００字A４で１枚にまとめる 

※レポートの提出期限はその都度指示する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・必要に応じて資料を配布する。 

・配布された資料を整理，蓄積しておくファイルを準備すること。 

【参考書】 

・各自の「教職履修カルテ」と「教育実習日誌」 

・その他、必要に応じて紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・職務に対する使命感や責任感を自覚することができたか。 

・教員として必要な社会性や対人関係能力を身につけることができたか。 

・生徒理解や学級経営等に関する基礎的な知識・能力を身につけることができたか。 

・教科内容等の実践的な指導力を習得したか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・学習指導案等）       30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学生活を締めくくることを自覚して取り組むこと。教育実習での貴重な体験をそれぞれに振り返り、その

成果(成功や失敗)を全体のものとするのがこの授業です。皆さんの教育実習での体験に磨きをかけ、体験を

共有し、英知を出し合い、課題を克服することによって、一人ひとりの学生が教員になることの現実性・可

能性が増し、教職そのものを改めて考える機会となることを期待します。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する 

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（本演習のねらいと内容・方

法・グループ決め） 

「教職履修カルテ」「教育実習日誌」を基に、各自

の課題を明確にし、課題解決の見通しを立てる。 

事前学習 

教職履修カルテ」「教育実習日誌」を通読して授業に

臨む。その際、教育実習時のよかった点や反省点に

ついて考える。 

事後学習 

教育実習の課題を整理する。 

＊レポート課題Ⅰの作成をして指示された期限まで

に提出する。 

第２回 
グループワーク①（教育実習での課題解決の方法

の討議） 
事前学習 

作成したレポートの教科指導の課題点について考

え、箇条書きで書き出す。 



 

 

・教科指導について 

・生徒指導について 
事後学習 教育の現場における自らの諸課題をまとめる。 

第３回 
事例研究① 

・いじめへの対応について 

事前学習 事前に配布したいじめに関する資料を読んでおく。 

事後学習 
いじめを防止する方法、組織や体制づくりについて

まとめる。 

第４回 
事例研究② 

・不登校生徒の対応について 

事前学習 事前に配布した不登校に関する資料を読んでおく。 

事後学習 不登校の生徒への対応についてまとめる。 

第５回 
事例研究③ 

・問題行動を繰り返す生徒の対応について 

事前学習 
事前に配布した問題行動に関する資料を読んでお

く。 

事後学習 
非行や暴力などの問題行動への対応についてまとめ

る。 

第６回 

やる気を引き出す授業づくり 

・授業映像を見て討議 

・よい授業とは 

事前学習 
教育実習の経験からよい授業の要件を簡単にまとめ

準備する。 

事後学習 ・良い授業の条件についてまとめる。 

第７回 
模擬授業の指導案づくり） 

・新学習指導要領が求める学力観について 

事前学習 
事前に配付した資料「アクティブ・ラーニングの視

点からの授業改善」を読んでおく。 

事後学習 
新しい学力観に基づく授業の在り方についてまとめ

る。 

第８回 
模擬授業① 

・授業と授業後検討会 

事前学習 グループごとに授業準備をして模擬授業に臨む。 

事後学習 授業後の成果と課題をまとめる。 

第９回 
模擬授業② 

・授業と授業後検討会 

事前学習 グループごとに授業準備をして模擬授業に臨む。 

事後学習 授業後の成果と課題をまとめる。 

第１０回 
模擬授業③ 

・授業と授業後検討会 

事前学習 グループごとに授業準備をして模擬授業に臨む。 

事後学習 

授業後の成果と課題をまとめる。 

＊レポート課題Ⅲの作成をして指示された期限まで

に提出する。 

第１１回 
中学校現場の実際① 

・映像を見て討議 

事前学習 
事前に配布した資料を読み，自分の考えをまとめて

おく。 

事後学習 討議後の自分の考えをまとめる。 

第１２回 
中学校現場の実際② 

・映像を見て討議 

事前学習 
事前に配布した資料を読み，自分の考えをまとめて

おく。 

事後学習 討議後の自分の考えをまとめる。 

第１３回 
中学校現場の実際③ 

・映像を見て討議 

事前学習 
事前に配布した資料を読み，自分の考えをまとめて

おく。 

事後学習 討議後の自分の考えをまとめる。 

第１４回 

インクルーシブ教育 

・通常学級における特別な支援を必要とする生徒

への対応について 

事前学習 
事前に配布した通常学級における特別な支援を必要

とする生徒に関する資料を読んでおく。 

事後学習 

通常学級でのインクルーシブ教育のポイントをまと

める。＊レポート課題Ⅳの作成をして指示された期

限までに提出する。 

第１５回 

まとめの発表 

・教師に求められる資質・能力 

・自己の教育指導観 

・自己のめざす教師像 

事前学習 
自己がめざす教師像について発表できるようにして

おく。 

事後学習 
他者の考えを聞き，よいと思ったところを整理して

おく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（養護） （2単位） 

３．科目番号 EDHE4395 

２．授業担当教員 八重樫 節子 

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 
教職に関する単位を取得してから履修することが望ましい 

７．講義概要 

 養護実習の振り返り、実習日誌を基に自分の課題を明確にし、近年の子ども達の抱える健康課題を自主的
にテーマ設定し、課題発表をする。発表から見える子どもの健康課題から実際の実習中の子どもの捉え方を

検討し、養護教諭としての実践的な関わりについて理解を深める。 

 この学習を通して、社会性や対人関係、コミュニケーション、コーティネートの能力を培い、養護教諭と

しての意識や使命感を高めるとともに、保健教育教材研究において実習中実施した保健指導、保健学習の指

導案について、現場での指導講評を踏まえディスカッションを取り入れ、指導案改定案を作成しプレゼンテ

ーションの力も養い、実践的な指導力や向上につながる課題解決のための能力の伸長をめざす。 

８．学習目標 

養護実習の振り返りを活かし、養護教育に関する自己課題を見出すことができる。 
教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、子どもに対する愛情）を身につけることができる 
養護活動に必要な能力や保健室経営等に関する基礎的な能力を身につけることができる。 

保健室経営におけるコミュニケーション力を高め、自らの目指す養護教諭像を明らかにできる。 

健康教育に必要な指導力の基礎を形成することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業毎に,講義内容についての感想、まとめに関する小レポートを出題する。 

・中間課題レポート：保健室経営案の作成  

・最終課題レポート：「あなたが目指す養護教諭像」について自分の考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

学校保健・安全実務研究会編著『 学校保健実務必携 新訂版 』第一法規。（購入済み） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）養護実習の振り返りを活かし、養護教育に関する自己課題を見出すことができたか。 

２）教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、子どもに対する愛情）を身につけることができたか。 

３）養護活動に必要な能力や保健室経営等に関する基礎的な能力を身につけることができたか。 

４）保健室経営におけるコミュニケーション力を高め、自らの目指す養護教諭像を明らかにできたか。 

５）健康教育に必要な指導力の基礎を形成することができたか。 

○評定の方法 

授業中の発言等の積極的な活動（総合点の 60％）、中間課題レポート（同 20％）、最終課題レポート（同 20％）

の結果から総合的に判断する。また、本学の規定に定められている、１５回中１２回以上の出席が単位修得

の条件であることを加味する。 

12．受講生への 

メッセージ 

  養護実習の振り返りを活かし、お互いがそれぞれの現地実習で学んだことや、気づいたことをディスカッ

ションし、抱えた問題ケースを出し合い、学びの幅を広げていきましょう。より子どもを理解し、より学校

を理解し、より地域を理解してどのように専門性を発揮していくかを一緒に学びより高めていきましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知いたします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

・「教職実践演習」の目的、意義、授業運営の説明 

事前学習 各自の実習後の目的や意義を振り返りまとめておく。 

事後学習 
授業の目的、意義について理解したことを小レポート

にまとめる。 

第２回 

養護実習の振り返りと今後の課題                    

・各自の実習についての振り返り 

・養護実習体験の共有 

事前学習 
各自の実習の振り返りから自分の課題を考えまと

めておく。 

事後学習 
他者の実習経験を聞いて感じたこと、わかったこ

とを小レポートにまとめる。 

第３回 

実習校の児童生徒の健康課題① 

・養護実習中にとらえた児童生徒の健康に関する

実態を振り返る 

事前学習 
養護実習日誌等に目を通し、実習校の児童生徒の

健康上の特徴が説明できるよう整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して共有した子どもの健康

課題について総括し、小レポートにまとめる。 

第４回 

実習校の児童生徒の健康課題② 

・実習校の学校保健計画、保健室経営計画を 

振り返る 

事前学習 
実習校の学校保健計画と保健室経営計画に目を通

し、その特徴が説明できるよう整理しておく。 

事後学習 

ディスカッションを通して理解した、子どもたち

の健康課題と養護教諭の活動の関連性について総

括し，小レポートにまとめる。 

第５回 

保健室経営計画の検討と作成の実際 

・保健室経営計画作成上の留意事項 

・保健室経営目標と具体策の案出 

事前学習 
実習校の児童生徒に特徴的な健康課題を整理し、

保健室経営上の具体策の例を調べておく。 

事後学習 
第３〜５回までの講義内容を踏まえ、独自の保健

室経営計画を作成する。 



 

 

 

第６回 

健康診断 

・計画立案から実施、事後措置における 

留意点の整理 

事前学習 
実習校での健康診断の実践を振り返り、反省点や

改善点を説明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した健康診断実施

上の留意点について、小レポートにまとめる。 

第７回 
外科的救急処置事例検討① 

・学校における外科的救急処置の留意点の整理 

事前学習 
実習中に経験した外科的救急処置から学んだこと

を説明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した外科的救急処

置の留意点について、小レポートにまとめる。 

第８回 
外科的救急処置事例検討② 

・困難事例等に関するディスカッション 

事前学習 
前時にあげられた救急処置に関する疑問や困難事

例への対応について、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

事例に対する討論を総括し、外科的救急処置にお

ける養護教諭の対応のあり方について、小レポー

トにまとめる。 

第９回 
内科的救急処置事例検討① 

・学校における内科的救急処置の留意点の整理 

事前学習 
実習中に経験した内科的救急処置から学んだこと

を説明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した内科的救急処

置の留意点について、小レポートにまとめる。 

第１０回 
内科的救急処置事例検討② 

・困難事例等に関するディスカッション 

事前学習 
前時にあげられた救急処置に関する疑問や困難事

例への対応について、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

事例に対する討論を総括し、内科的救急処置にお

ける養護教諭の対応のあり方について、小レポー

トにまとめる。 

第１１回 

保健教育 

・保健指導、保健学習実践上の留意点の整理 

・養護実習中に指導を受けた内容の総括 

事前学習 
実習中の保健教育の実践と、指導講評の内容を説

明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した保健教育実施

上の留意点について、小レポートにまとめる。 

第１２回 

学校保健組織活動・特別活動 

・養護実習中に経験した保健行事等について 

・各種行事における養護教諭の役割の整理 

事前学習 
実習中の保健行事の実践と、指導講評の内容を説

明できるよう、整理しておく。 

事後学習 

ディスカッションを通して理解した保健行事等に

おける養護教諭の役割やその留意点について、小

レポートにまとめる。 

第１３回 
健康相談事例検討① 

・学校における健康相談の留意点の整理 

事前学習 
実習中に経験した健康相談の事例から学んだこと

説明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した健康相談実践

上の留意点について、小レポートにまとめる。 

第１４回 
健康相談事例検討② 

・困難事例等に関するディスカッション 

事前学習 
前時にあげられた健康相談に関する疑問や困難事

例への対応について、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

事例に対する討論を総括し、健康相談における養

護教諭の対応のあり方について、小レポートにま

とめる。 

第１５回 

これからの時代に求められる養護教諭  

・大学での学びや養護実習を総括し、自らの目指

す養護教諭像を明らかにする。 

・本演習を通して明確化された、今後の研鑽を積

むべき事項について整理する。 

事前学習 
養護実習、本演習を総括し、自ら目指す養護教諭

像をまとめておく。 

事後学習 
本授業から明確化された自分自身の今後の研鑽事

項についてまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（幼稚園） （2単位） 

３．科目番号 SJTC4575 

２．授業担当教員 鈴木 美子 

４．授業形態 演習、グル－プ討議、ロ－ルプレイング ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 教員に求められる事項として､中教審答申では次の４つを挙げている。すなわち、①使命感や責任感・教育
的愛情に関する事項、②社会性や対人関係能力に関する事項、③幼児理解や学級経営に関する事項、④保育

内容等の指導力に関する事項である。本科目では、これらについて履修カルテを見直すとともに教育実習で
の自分自身の実践を振り返って自己課題を見出し、課題解決の方策を自分たちで検討する学習のプロセスを
経て、実践的指導力を身に付けるようにする。 

８．学習目標 

１．実習を通して、幼児教育に関する自己課題を見出すことができる。 
２．教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情）を理解し、自ら振り返る。 

３．幼児理解や学級経営に関する基礎的な能力を身に付ける。 
４．社会性や対人関係能力を身に付ける。 
５．保育内容や指導力に関する実践力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題を課します。 

実習を通してどのようなことが幼児教育を巡る課題と考えられるか、その他、具体的なテーマを設けてレ

ポートを作成します。作成を通して自己課題を捉え自分で考えながら進めていく力を培ってください。 

10．教科書・参考書・

教材 

必要に応じてプリントを配布します。 

参考書は、適宜授業の中で提示します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１ 教員に求められる資質(職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情)を理解し、ふるまえるか。 

２ 幼児理解やクラス経営に関する基礎的な能力を身に付け、説明でき、ふるまえるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度およびレポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の３０％ 

２ 期末レポ－ト          総合点の３０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

幼稚園教育実習での自分自身の実践がどうであったか、振り返りを基に自己課題を見出していきます。 

実習での自分の実践を評価して、実践的指導力を身につけるための自己課題を捉えて自分でどのような力

をつけようとするかを常に意識しながら授業に臨むようにしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション：本演習の目的と展開方法について 

事前学習 幼児教育の専門性の内容の復習 

事後学習 
これまでの実習の反省からの自己課題を整
理する。 

第２回 幼児教育における今日的課題 

事前学習 
「幼稚園教育要領」のキーワードから幼児教
育が目指すものについて確認しておく。 

事後学習 
保育の理想の実現化における多様な実態に
ついて整理する。 

第３回 
教員に求められる資質① 
（使命感・責任感） 

事前学習 資質①の意味することについての予習 

事後学習 自己反省と改善のための方法を文章化する。 

第４回 
教員に求められる資質② 
（幼児理解 グループ協議） 

事前学習 資質②の意味することについての予習 

事後学習 自己反省と改善の内容を文章化する。 

第５回 
教員に求められる資質② 

（幼児理解 グループ発表） 

事前学習 学級経営①の意味することについての予習 

事後学習 自己反省と改善の内容を文章化する。 

第６回 
主体性を育むために 
（日々の保育の在り方を考える） 

事前学習 学級経営②の意味することについての予習 

事後学習 自己反省と改善の内容を文章化する。 

第７回 
日々の保育をつなげる① 
（翌日の保育を考える グループ協議） 

事前学習 
保育において保育者間の協力の必要性につ

いて確認する。 

事後学習 
実習における職場の人間関係の体験につい
て振り返える。 

第８回 
日々の保育をつなげる② 
（翌日の保育を考える グループ発表） 

事前学習 発表資料を準備しておく 

事後学習 
他グループの発表を含めて学んだことをま
とめる。 

第９回 
協同性を育む保育 
（資料から幼児期に育まれる協同性について学ぶ） 

事前学習 
協同性に関する資料を読みワークシートに
記入してくる 

事後学習 協同性について整理し理解する。 

第１０回 
協同性を育む保育 
（実践事例から子どもの育ちと保育者の指導の意味を
捉える）グループ協議① 映像前半から 

事前学習 実践事例前半について考察をまとめてくる。 

事後学習 
グループで捉えた大切だと思われる場面に
ついて考察を深める。 

第１１回 
協同性を育む保育 
（実践事例から子どもの育ちと保育者の指導の意味を
捉える）グループ協議② 映像後半から 

事前学習 
自分の責任実習の展開方法の問題点を整理
しておく。 

事後学習 
保育展開（一日の流れ、課題活動）のポイン
トについて確認する。 



 

 

第１２回 
グループ研究に向けて 研究課題についてのグループ
協議 

事前学習 
研究を行いたい内容を考え、教科書を見直し
たり資料を探して持ち寄る。 

事後学習 
研究内容や役割を分担して進められるよう

にする。 

第１３回 研究課題 グループ協議・発表資料作成 
事前学習 

調べたり整理したものを持ち寄って協議を

する。 

事後学習 研究発表資料を完成させる。 

第１４回 研究課題発表 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 
自己の学びと他グループの発表からの学び
をまとめる。 

第１５回 幼稚園教諭としての成長と専門性の習得 

事前学習 
自分の実習カルテから、専門性修得について
の自己評価をする。 

事後学習 
専門性向上のための方策をまとめ、レポート

を作成する。 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（幼稚園） （2単位） 

３．科目番号 SJTC4575 

２．授業担当教員 関 容子 

４．授業形態 演習、グル－プ討議、ロ－ルプレイング ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教職に関する単位を取得してから履修することが望ましい 

７．講義概要 

 教員に求められる事項として､中教審答申では次の４つを挙げている。すなわち、①使命感や責任感・教育

的愛情に関する事項、②社会性や対人関係能力に関する事項、③幼児理解や学級経営に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項である。本科目では、これらについて履修カルテを見直すとともに教育実習で
の自分自身の実践を振り返って自己課題を見出し、課題解決の方策を自分たちで検討する学習のプロセスを

経て、実践的指導力を身に付けるようにする。 

８．学習目標 

１．実習を通して、幼児教育に関する自己課題を見出すことができる。 

２．教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情）を理解し、自ら振り返る。 
３．幼児理解や学級経営に関する基礎的な能力を身に付ける。 
４．社会性や対人関係能力を身に付ける。 

５．保育内容や指導力に関する実践力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題を課します。 
実習をとおして学んだことを振り返ります。園での具体的な取り組みや求められる視点、留意点、記録な

ど、子どもの育ちや保育者の意図、保護者の願いなど、幼児教育の現場における諸問題とともに考え、深め

ます。そして、自分はどんな保育を実践したいのか、そのために専門家としてどのような力を付けたいのか
を具体的にイメージし、レポートを作成します。 

10．教科書・参考書・

教材 

必要に応じてプリントを配布します。 
参考書は、適宜授業の中で提示します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１ 教員に求められる資質(職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情)を理解し、ふるまえるか。 

２ 幼児理解やクラス経営に関する基礎的な能力を身に付け、説明でき、ふるまえるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度およびレポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の３０％ 

２ 期末レポ－ト          総合点の３０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実習を振り返り、履修カルテを活用しながら、自分の得意分野を自覚するとともに、自己の課題を明確に
し、その解決方途を具体的に策定してください。現場での実践をイメージしながら、保育者に求められる資

質能力や現場の状況に応じた実践的指導力を意識し、授業に臨んでください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：本演習の目的と展開方法について 
履修カルテの意義 

事前学習 幼児教育の専門性の内容の復習 

事後学習 
履修カルテの活用法。これまでの実習の反省

からの自己課題を整理する。 

第２回 自己課題の克服に向けて 

事前学習 
履修カルテや教育実習を振り返り、自己課題

を明確にする。 

事後学習 
各自で期日を設定し、学習方法の計画を策定

する。 

第３回 
養成課程における学びの総括① 

（使命感・責任感） 

事前学習 
学びの総括①の意味することについての予
習。 

事後学習 
実践の具体例、およびその手順について文章

化する。 

第４回 
養成課程における学びの総括② 
（幼児理解・状況に応じた対応） 

事前学習 
学びの総括②の意味することについての予
習。 

事後学習 
実践の具体例、およびその手順について文章

化する。 

第５回 
養成課程における学びの総括③ 
（社会人としての基本・保護者、地域との連携協力） 

事前学習 
学びの総括③の意味することについての予

習。 

事後学習 
自己反省と改善の内容、実践の具体例とその

手順を文章化する。 

第６回 
養成課程における学びの総括④ 

（生活場面に即したコミュニケーション） 

事前学習 
学びの総括④の意味することについての予
習。 

事後学習 
実践の具体例、およびその手順について文章

化する。 

第７回 
養成課程における学びの総括⑤ 
（保育者間の人間関係、保護者対応の基本） 

事前学習 
保育において保育者間の協力の必要性と保
護者対応について予習。 

事後学習 

実習における職場の人間関係の体験につい

て振り返える。保護者対応における保育者の

基本的役割について整理する。 



 

 

第８回 
養成課程における学びの総括⑥ 

（保護者との望ましい関係） 

事前学習 保護者の抱える問題を調べる。 

事後学習 
保護者との望ましい関係について、実践の具

体例をあげてみる。 

第９回 
養成課程における学びの総括⑦ 
（教育課程の理解と基礎知識・技能） 

事前学習 
学びの総括⑦の意味することについての予
習。 

事後学習 計画作成の留意点を整理する。 

第１０回 
養成課程における学びの総括⑧ 
（保育環境・保育内容・教材分析・評価改善） 

事前学習 
学びの総括⑧の視点から自身の責任実習を

振り返り整理しておく。 

事後学習 
子どもたちの興味、関心、発達に応じたねら

い、内容であったか。その過程を整理する。 

第１１回 
養成課程における学びの総括⑨ 
（音楽・造形・身体・言語など表現方法の観点から） 

事前学習 
責任実習での展開方法の問題点を整理して
おく。 

事後学習 

責任実習での保育展開（一日の流れ、今後の

活動のつながり）のポイントについて確認す

るとともに、基本的な技術の習得について自

覚する。 

第１２回 保育場面における具体的な対応とその意味① 

事前学習 

実習中、印象に残った場面を振り返り、子ど

も、保護者、保育者の動き、疑問点を書きだ
す。 

事後学習 
保育実践の意味、根拠、必要な知識について

まとめる。 

第１３回 保育場面における具体的な対応とその意味② 
事前学習 

具体事例をあげ、その時の保育者の対応につ

いて振り返る 

事後学習 保育の実際を具体的に記録する。 

第１４回 保育場面における具体的な対応とその意味③ 

事前学習 
現場に求められる記録には、どのようなもの
があるか書き出す。 

事後学習 
各記録に求められる重要な項目、視点につい

て、その意味を考えまとめる。 

第１５回 
幼稚園教諭としての成長と専門性の習得 
まとめレポート 

事前学習 
履修カルテと本授業の学びをもとに、専門性

の修得についての自己評価をする。 

事後学習 
これまでの学びを振り返り、保育現場での働

きをイメージする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教師論（初等） （2単位） 

３．科目番号 

SJTC1401 

EDTE1302 

EDTE1102 ２．授業担当教員 深沢 和彦 

４．授業形態 
講義、事例研究（グループワーク）、演習（論作文）、発

表 
５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日の学校教育が抱える様々な課題を解決する上で、その主たる担い手である教員の役割や責任は極めて大
きい。これからの教員は、教科・科目に関する知識を教授するだけでなく、広い視野に立ち、思いやりのあ

る人間性豊かな子どもたちを育成することが求められている。現代社会における教職の重要性の高まりを背
景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容等について身に付け、教職への意欲を高め、さらに適
性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する。 

８．学習目標 
1. 我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解し、説明が出来るようになる。 

2. 教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解し、態度化できる。 

3. 教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

指示された予習課題や探究的課題に主体的に取り組むこと。対話型の学習により理解を確実にすることで問

題解決に対する力量を養うように努めること。 

1)授業ごとに配付するワークシート（レポートを兼ねる）の提出 

2)後日指示する課題レポートの作成と提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
佐藤晴雄著『教職概論-教職を目指す人のために-（第５次改訂版）』学陽書房、2018年。 

【参考書】 
東京福祉大学編『教職科目要説』ミネルヴァ書房 
【教材】 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

教職の意義や教員の役割・職務内容に関心を持ち、教員に求められる資質・能力、教育を支える法律上の規

定などを理解し、説明ができる。 

○評定の方法 

・学習記録・演習課題６０％、レポート２０％、受講態度２０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

「教師論」は教職に就くことを目指す人たちの科目です。皆さんが小学校・中学校・高等学校の学校段階で

積み重ねてきた体験を、各学校段階の教師について、児童生徒の立場からでなく教員として立場に置き換え

て考えてください。皆さんのこれまでの学校体験とこの授業での学びを結びつけ、教員として身につけるべ

き資質と能力を磨いてください。 

【学生に期待すること】 

受講生の皆さんは、上記のような目的を達成するために下記の内容に留意してください。 

①教師と受講生、受講生同士のコミュニケーションが学びの質を高めます。グループワークには積極的に取 

り組み、課題意識をもって臨んでください。 

②授業に臨むにあたって無断欠席、遅刻、早退、無断退出をしないでください。（欠席、遅刻、早退をした場

合は、その理由を必ず教員に書面にて報告してください。正当な理由であっても、必要な時間数に不足する

場合は不合格となります。） 

③明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られな

いと判断された場合、試験の答案内容の如何にかかわらず、不合格となります。 

④授業中、飲食、私語、居眠りはしないでください。 

⑤授業中は携帯電話等の携帯端末の電源を切ってカバンにしまってください。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する 

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 
「教職の魅力・やりがい」についてディスカ
ッションする。 

事前学習 

教科書「序章」を読んで、自己の考えをまとめておく。
教職を目指したきっかけや理由と過去にお世話になっ
た教員のイメージと心に残る教員の姿について整理し
ておく。 

事後学習 
過去の経験から教員の職務を整理し、自分はどのよう
な教員になりたいかを話し合いを参考にしてまとめ
る。 

第２回 
教職の意義①（第１章）教職とは何か 
教員の仕事と他の職業の違いについて比較
し、教員の仕事の特徴を知る 

事前学習 
教科書１章「教職とは何か」を読んで、自己の考えを
まとめておく。 

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

第３回 
教職の意義②（第１章）教職の意義 
教職の意義について知り、大きな責任と崇高
な使命があることを理解する。 

事前学習 
教科書１章「教職の意義」を読んで、自己の考えをま
とめておく。 

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

第４回 
教職観と理想の教師像（第２章） 
様々な立場から見た理想の教師像を考える。 

事前学習 教科書２章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

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

第５回 
教師と教員養成の歴史（第３章） 
教員養成に歴史について知り、今後、目指さ
れる教師像について考える。 

事前学習 教科書３章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

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



 

 

第６回 

教員の任用と服務①（第４章） 
地方公務員法や教育公務員特例法などをしら
べ、教員には服務上･身分上の義務があること
を理解する。 

事前学習 
教科書４章「教員の任用・服務」を読んで、自己の考
えをまとめておく。 

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

第７回 
教員の任用と服務②（第４章） 
教員の身分保障と勤務条件について知り、教
員の特殊性について理解する。 

事前学習 
教科書４章「教員の身分保障・勤務条件」を読んで、
自己の考えをまとめておく。 

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

第８回 

教師の役割と仕事①（第５章） 
学校の仕事は、教育課程に示されるとともに、
校務分掌にも示されていることを調べ、学級
担任の仕事のほかにも様々な職務があること
を知る。 

事前学習 
教科書５章「教師の役・仕事」を読んで、自己の考え
をまとめておく。 

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

第９回 

教師の役割と仕事②（第５章） 
学級担任の職務には，学習指導や生徒指導な
ど多くの仕事があることを学級経営案を基に
調べ、どのような姿勢で職務に取り組むこと
が大切か話し合い、発表する。 

事前学習 
教科書５章「教師の仕事の実際」を読んで、自己の考
えをまとめておく。 

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

第１０回 

教師の職場環境（第７章） 
労働者としての側面から、労働時間、メンタ
ルヘルスの維持等について考え、働き方改革
について議論する。 

事前学習 教科書７章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

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

第１１回 

教師の資質向上と研修（第８章） 
教員が学び続けることができるための研修の
権利と義務が与えられていることを調べ、そ
の制度を有効に使って自らの資質･能力の向
上を目指す努力をどのように進めるかについ
て話し合う。 

事前学習 教科書８章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

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

第１２回 

教育実習の意義と心得（第９章） 
教育実習の意義と方法について知り、実習に
臨むにあたって準備すべきことについて考
え、話し合う。 

事前学習 教科書９章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

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

第１３回 

教職への進路選択と教員採用選考（第１０章） 

国や各都道府県が求める教員の資質や能力を
調べ、自分たちが描いていた教師像との違い
や共通性について話し合い、発表を通して教
員の役割について新たな知識を持つ。 

事前学習 教科書 10章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

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

第１４回 

面接・模擬授業にどう臨むか（第１１章） 
教員採用選考試験について知り、実際に面接
のロールプレイを行い、今後、どのような準
備が必要なのかを話し合う。 

事前学習 教科書 11章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

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

第１５回 

教職への進路選択 
これまでの学習を振り返りまとめ、今後の進
路選択に当たり、大学生活をどのように送っ
ていくのかについて話し合い、発表する。 

事前学習 

教員免許法や教育学部のカリキュラム、都道府県の教
員採用選考の資料に目を通して、自分の進路を考えて
おく。国や各都道府県教育委員会が求める教師像の資
料を見て、教員に求められる資質や能力について読ん
でおく。 

事後学習 

授業全体をふり返り、教育者にふさわしい資質能力を
高めるために自分に必要なことが何かを考え、レポー
トをまとめる。教員に求められる資質･能力を通して、
自分たちがもってきた教師像の修正を行う。教職に対
する知識を整理する。教員に求められる資質･能力か
ら、大学生活をどのように送ればよいか考える。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教師論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1320 

SNMP1320 

SCMP1320 

SBMP1320 

SPMP1320 

EDTS1102 

EDTS1302 

２．授業担当教員 池野 正晴 

４．授業形態 講義・グループ討議・ワークシート・レポート・試験  ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教育学概論」や「教育課程論」，「教育法規」とも関連 

７．講義概要 

国際化・情報化・科学技術の発展・環境問題など変化の激しい今日の社会において、学校教育の場におい

ても様々な課題が生じている。この課題を解決するためには、学校教育の主たる担い手である教員の役割や

責任が今まで以上に大きくなっている。これからの教員は、教科に関する知識を単に教授するだけでなく、

広い視野に立ち、思いやりのある人間性豊かな子どもを育成することが求められている。本科目では、教職

とは何か、これからの教員に求められる資質・能力とは何か、教員の仕事と役割とはどのようなものか、教

員の権利や義務（服務・研修・身分保障などを含む。）は、法律上、どのように規定されているのかなど教職

を志す学生があらかじめ教職について知っておく必要がある事項を考察する。 

８．学習目標 

１．教職観の変遷について理解するとともに、教師に求められる資質・能力について考察することができる

ようになる。 

２．教員養成の歴史的変遷について理解するとともに、現在の教員養成の現状について考察することができ

るようになる。 

３．教員の役割と仕事について理解するとともに、現在、教員に期待されている役割について考察すること

ができるようになる。 

４．教員の養成・採用・研修について理解し、教師のライフコースについて考察することができるようにな

る。 

５．自分の適性を理解し、なりたい教師像について考察することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサインメント】 

○ 毎回，テキストの指定部分については，読んでおくとともに，自分なりにノートにまとめておくように 

する。（ラインマーカー，ノートまとめ等） 

○ 「講義用冊子」（ＰＰＴ用レジュメ）の空欄箇所について，自分で調べたり，考えたりしながら，事前に

該当すると思われる語句を入れておく。 

○ 意味不明の言葉についても自分で調べておく。 

【中間レポート】（各班でまとめる） 

○ レポート・プレゼン担当箇所のまとめを作成し，パワーポイント等でプレゼンをする。 

※６～８人１組のグループを編成し，協力してレポート箇所についてまとめ，プレゼンする。 

※発表用資料については，各班で印刷することが望ましいが，印刷事情により困難な場合には，講義担当

者への印刷依頼も受け付ける。その場合は，事前提出（事前送付，２日前までに）のこと。（メールアド

レスは下記13を参照）（印刷，ホチキスとめ，穴あけ等可能） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

① 池野作成『教師論』（講義用印刷テキスト，ＰＰＴ資料等，全員に配付） 

② 秋田喜代美・佐藤学編『新しい時代の教職入門〔改定版〕』，有斐閣，2015 年 

【参考書】 

〇 佐藤晴雄『教職概論』（第５次改定版），学陽書房（※「教師論（初等）」の教科書） 

※ テキスト内で紹介されている図書については，可能な範囲で読んでまとめておく。 

※ その他のものについても，授業時に紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教職観の変遷について理解するとともに教師に求められる資質・能力について考察することができたか。 

２．教員養成の歴史的変遷について理解するとともに教員養成の現状について考察することができたか。 

３．教員の役割と仕事について理解し、教員に期待されている役割について考察することができたか。 

４．教員の養成・採用・研修について理解し、教師のライフコースについて考察することができたか。 

５．自分の適性を理解し、なりたい教師像について考察することができたか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題ワークシート、課題レポート、期末試験、期末レポート等

を総合して評価する。］ 

１ 授業への積極的参加       総合点の４０％ 

２ 課題ワークシート・課題レポート 総合点の３０％ 

３ 期末試験または期末レポート   総合点の３０％ 

また、本学の規定に定められている 3/4以上の出席が成績付与の条件となることとした。 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 履修者名簿が確定した段階で，座席指定をし，チームを編成する。（座席は，ローテーションとする） 

２ ５～７人で班を編成し，担当箇所について協力して研究を深め，発表用資料を作成し，プレゼンする。 

３ 授業は，前向きに積極的に受講すること。（教師になるという当事者意識をもって参加・参画し，各班の

発表に対して積極的に質問やコメントを行うこと。毎回，指定コメンテーターとして班に対しての割り振

りも行う。） 

４ 社会人及び学生としてのマナーは守ること。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間※メールでのアポイントも可能 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

プロローグ 

（「教師論〇×チェック」を解きながら，本授業の概

要を把握する） 

学ぶ学生として新しく求められる資質・能力とプレ 

ゼンの重要性 

教員採用試験の状況 

座席指定,チーム編成,分担箇所の決定 

事前学習 テキスト②を早めに入手し,全体を概観しておく。 

事後学習 

班としての担当箇所の全体の全体を読み，班の中

での役割分担を決める。また，その他の関連・参考

資料についても探してみる。授業を振り返り，理解

を深める。 

第２回 

教育観，子ども観について，どう考えたらよいか 

（教育とは何か，人間モデルにおける子ども観・教

育観等） 

事前学習 
テキスト①を読み，空欄（穴空き）部分に入る言葉

を考えておく。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第３回 

教師の日常世界へ （１章） 

（専門家としての教師，教職という仕事の性格，情 

動的実践としての教職） 

事前学習 

テキスト②pp.１－20 を読み，自分なりにまとめて

おく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼン

の準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第４回 

授業をつくる（２章） 

（授業の構成，授業のデザイン，授業デザインを支 

える教師の知識と思考） 

事前学習 

テキスト②pp.21－47 を読み，自分なりにまとめて

おく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼン

の準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第５回 

授業から学ぶ（３章） 

（評価する主体としての教師，ともに学び続ける教

師） 

事前学習 

テキスト②pp.50－69 を読み，自分なりにまとめて

おく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼン

の準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第６回 

カリキュラムをデザインする（４章） 

（「カリキュラム」の概念，学びのビジョンとその 

実践，学びのデザイン，開発と評価） 

事前学習 

テキスト②pp.71－83 を読み，自分なりにまとめて

おく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼン

の準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第７回 

子どもを育む（５章） 

（子どもの心に寄り添う，子どもの言葉を受け取

る，教師－子ども関係が陥りやすい落とし穴，守

りの器をつくる） 

事前学習 

テキスト②pp.85－106 を読み，自分なりにまとめ

ておく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼ

ンの準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第８回 

生涯を教師として生きる（６章） 

（教育実習から新任の教師へ，教師としてのアイデ 

ンティティの模索，中年期の危機，ベテラン教師 

として） 

事前学習 

テキスト②pp.107－131を読み，自分なりにまとめ

ておく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼ

ンの準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第９回 

同僚とともに学校を創る（７章） 

（学校での授業の探究－一人の教師の事例から，学 

校における同僚性，教師文化を形成するもの） 

事前学習 

テキスト②pp.133－152を読み，自分なりにまとめ

ておく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼ

ンの準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第１０回 

教職の専門性（８章） 

（教職の専門性とは，教職に対する国際的認識，教 

師の養成・成長，日本における教職の専門性開発 

に見られる特徴） 

事前学習 

テキスト②pp.153－178を読み，自分なりにまとめ

ておく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼ

ンの準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第１１回 

時代の中の教師（９章） 

（近代学校成立以前の教師－寺子屋の「師匠」，日 

本における教育の風景の転換－「先生」の出現， 

定型的教師像の誕生－臣民教育の教師と国民教 

育の教師，植民地ならびにファシズム期の教師像 

－子弟同行，戦後の教師像，現在の教師像を再考 

する） 

事前学習 

テキスト②pp.179－200を読み，自分なりにまとめ

ておく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼ

ンの準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第１２回 

教師の仕事とジェンダー（10 章） 

（教職におけるジェンダー，歴史の中の女性教師， 

教師の仕事と母親業） 

事前学習 

テキスト②pp.201－226を読み，自分なりにまとめ

ておく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼ

ンの準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第１３回 

教育改革と教師の未来（11 章） 

（転換期の学校，改革の推移，教師の使命，未来へ 

の希望） 

事前学習 

テキスト②pp.227－241を読み，自分なりにまとめ

ておく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼ

ンの準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第１４回 

教師研究へのアプローチ（資料） 

(教師研究の広がり,教師についての情報を収集す

る，教師をめざして－教員免許状を取得する，教職

の今を探る－統計資料から，教職関連法規) 

事前学習 

テキスト②pp.243－276を読み，自分なりにまとめ

ておく。担当班は，まとめの資料を作成し，プレゼ

ンの準備をする。 

事後学習 授業を振り返り，理解を深める。 

第１５回 

教員の服務（※教科書①を参照） 

(教員の身分,職務と権利,服務等) 

社会福祉的な視点からの教育（社会福祉科の学生の

事前学習 

「服務」について調べ,自分なりにまとめておく。

担当班は,まとめの資料を作成し,プレゼンの準備

をする。(事前に資料提供の予定) 



 

 

チームができた場合） 

エピローグ 

（まとめと今後の課題） 

事後学習 
学習内容を振り返り，整理しておく。合わせて，期

末テストに備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
金融論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2135 

２．授業担当教員 岡田 高明 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
暮らしと経済や経済学を受講してあるとより望ましい。会計学を併せて受講することをお勧めする。 

７．講義概要 

金融論の場合は、入門であっても、講師によって扱う内容が様々に異なっている。それだけ金融という現

象が幅広い経済分野にまたがっているからである。本講義は、金融論の基礎について体系的・包括的に全体

像を学ぶだけでなく、そうした知識・理論を用いて、基礎的な個人の金融行動選択の方法を学ぶことに特徴

がある。予備知識が少ない学生でも理解できるようになるべく平易に解説する。 

前半では、金融論の基礎知識・理論として、金融の役割、金融の方法、金融取引を行う場である金融市場、

貨幣、金融機関、金融政策を解説する。後半は、個々の経済主体の意思決定に必要な基礎知識として、お金

を融通することの対価である利子率、家計や企業等の金融行動に関する基本的な理論や方法を解説する。 

講義の進行方法については、受講者の理解を深めるため項目ごとに問題演習を行う。また課題として提出

するレポートをもとに、グループディスカッションを行い、理解を深める。 

８．学習目標 

1. 日本の金融経済の現状を把握し、説明できるようになる。 

2. 金融の基礎理論を理解し、説明できるようになる。 

3. 預金や株式、社債などの金融商品の取引や、その結果である利益と損失の発生を理解し、説明できるよう

になる。 

4. 家計や個人の金融行動の選択に関する考え方と方法を習得し、日常生活で実践できるようになる。 

5. 金融の理論や方法を企業や社会福祉関連施設等の運営・管理において応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは特に課さないが、前半部分で議論したことが後半部分でわかっていることを前提として

授業が進んでいきますので、必ず事後学習を行い、知識を定着させておくこと。 

 また、年末年始休暇に向けてレポート課題を課します。その詳細は講義中に追って指示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

家森信善『金融論ベーシックプラス』中央経済社、2019年。 

【参考書】 

代田純『誰でもわかる金融論』学文社、2016年。 

森澤龍也『レクチャー＆エクササイズ金融論』新世社、2015年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、金融論の基礎知識が理解できているか。  

２．（中間）レポート課題に対して的確に検討し、説明できるようになっているか。 

３．期末試験（又はレポート）を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．（中間）レポート          総合点の３０％ 

３．期末試験（又はレポート）     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

金融は経済の血液と呼ばれています。お金が回らないビジネスは死んでしまうからであり、これは営利を

目的としない福祉事業等も同様です。日本では、お金に関して学ぶことは「金儲け」を学ぶことであるとの

誤解が広がっていますが、お金に関する正しい知識を学ぶことは、お金の使い方を学ぶことになるのです。 

この講義は、このお金、つまり金融について、経済学的思考法により、その役割や機能を学びます。その

ため、若干数学的な議論も出てきますので、事後学習による知識の定着を図り、自己の意思決定を合理的に

行えるようになるよう、頑張ってついてきてください。 

また、課題レポートを踏まえてのグループディスカッションでは、テキストでは取り上げていない銀行実務

を想定した演習を行う予定ですので、将来、自ら事業運営にかかわることになった場合に関わってくる融資

の申し込みに当たって注意すべき点を理解してもらいたいと考えています。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明等） 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認してお

く。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第２回 第 1 章 金融論で何を学ぶか 
事前学習 テキスト pp.13～28 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第３回 第 2 章 貨幣 
事前学習 テキスト pp.29～44 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第４回 第 3 章 金利 
事前学習 テキスト pp.45～62 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第５回 第 4 章 金融政策のためのマクロ経済学 
事前学習 テキスト pp.63～75 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第６回 
第 5 章 金融政策の課題と日本銀行 

年末年始休暇中の課題レポートのテーマの発表 

事前学習 テキスト pp.77～92 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第７回 第 6 章 金融政策の基本手段と新しい展開 
事前学習 テキスト pp.93～110 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 



 

 

第８回 第 7 章 金融システムと金融仲介機関の役割 
事前学習 テキスト pp.111～127 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第９回 第 8 章 銀行以外の金融機関 
事前学習 テキスト pp.129～144 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１０回 第 9 章 金融システムの安定化のための政策 
事前学習 テキスト pp.145～160 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１１回 第 10 章 金融機関の破綻への対応策 
事前学習 テキスト pp.161～173 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１２回 第 11 章 金融市場に関する規制 
事前学習 テキスト pp.175～192 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１３回 第 12 章 間接金融型の金融商品 
事前学習 テキスト pp.193～208 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１４回 第 13章 直接金融型の金融商品 
事前学習 テキスト pp.209～225 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１５回 第 14 章 ファイナンスの基礎理論 
事前学習 テキスト pp.227～242 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 金融論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2135 

２．授業担当教員 岡野 泰樹 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学・経営学関連科目の履修が望まれる。 

７．講義概要 

金融論の場合は、入門であっても、講師によって扱う内容が様々に異なっている。それだけ金融という現

象が幅広い経済分野にまたがっているからである。本講義は、金融論の基礎について体系的・包括的に全体

像を学ぶだけでなく、そうした知識・理論を用いて、基礎的な個人の金融行動選択の方法を学ぶことに特徴

がある。予備知識が少ない学生でも理解できるようになるべく平易に解説する。 

前半では、金融論の基礎知識・理論として、金融の役割、金融の方法、金融取引を行う場である金融市場、

貨幣、金融機関、金融政策を解説する。後半は、個々の経済主体の意思決定に必要な基礎知識として、お金

を融通することの対価である利子率、家計や企業等の金融行動に関する基本的な理論や方法を解説する。 

講義の進行方法については、受講者の理解を深めるため項目ごとに問題演習を行う。また課題として提出

するレポートをもとに、グループディスカッションを行い、理解を深める。 

８．学習目標 

1. 日本の金融経済の現状を把握し、説明できるようになる。 

2. 金融の基礎理論を理解し、説明できるようになる。 

3. 預金や株式、社債などの金融商品の取引や、その結果である利益と損失の発生を理解し、説明できるよう

になる。 

4. 家計や個人の金融行動の選択に関する考え方と方法を習得し、日常生活で実践できるようになる。 

5. 金融の理論や方法を企業や社会福祉関連施設等の運営・管理において応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 アサイメントは特に課さないが、授業は前回までの授業内容の理解を前提に進行するため、必ず事後学習

を行い、知識を定着させておくこと。レポート課題の詳細は授業内で説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

授業中に配布するプリント教材を使用する。 

【参考書】 

デヴィット・ビアンキ（関美和訳）『お父さんが教える 13歳からの金融入門』日本経済新聞社、2016。 

家森伸善著『はじめて学ぶ金融のしくみ〔第 4版〕』中央経済社、2013。 

日本経済新聞社編『ベーシック 金融入門』日本経済新聞社、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、金融論の基礎知識が理解できているか。  

２．（中間）レポート課題に対して的確に検討し、説明できるようになっているか。 

３．期末試験（又はレポート）を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．（中間）レポート          総合点の３０％ 

３．期末試験（又はレポート）     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 授業は、講義や受講生による発表、討論等を組合せて行われるが、受講生が発言・発表出来る機会をなる

べく多く設ける予定である。 

また、本学は基本方針で学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。こ

れらの目的達成のために、受講生は下記のこと守ること。 

①正当な理由なく、授業を欠席、遅刻、早退しないこと（とくに、3/4 以上の出席が確認出来ない場合、本

学規定により単位の取得が認められないので注意すること）。 

②授業中に理解できなかった部分は、質問すること。 

③授業に集中し、積極的な態度で参加すること（私語、居眠りをしないこと）。また、携帯電話等、電子機器

のスイッチは切っておくこと。 

④課題の提出期限を厳守すること。 

 なお、授業の進行順や内容、取上げる事例等は受講生の興味関心、理解度に応じて変更することがある。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 
事前学習 シラバスを読み、講義の全体像を把握しておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第２回 お金の特徴 
事前学習 お金の特徴について考えておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第３回 お金の支払い方法 
事前学習 お金の支払い方法を調べておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第４回 株式市場①発行市場 
事前学習 株式市場とは何か調べておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第５回 株式市場②流通市場 
事前学習 第４回の授業内容を復習しておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第６回 株の売買 
事前学習 第４回、第５回の授業内容を復習しておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 



 

 

第７回 オプション 
事前学習 オプションとは何か調べておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第８回 ファンド 
事前学習 ファンドとは何か調べておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第９回 企業価値 
事前学習 企業価値とは何か調べておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第１０回 レバレッジ 
事前学習 レバレッジとは何か調べておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第１１回 金利 
事前学習 金利とは何か調べておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第１２回 税金 
事前学習 税金の種類について調べておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第１３回 ベンチャー・キャピタル 
事前学習 ベンチャー・キャピタルとは何か調べておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第１４回 プライベート・エクイティ 
事前学習 プライベート・エクイティとは何か調べておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

第１５回 総括 
事前学習 第１４回までの講義内容を復習しておく。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

  



 

 

１．科目名（単位数） ケアマネジメント演習 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3325 

SNMP3325 

SCMP3325 

SBMP3325 

SPMP3325 

２．授業担当教員 荻野 基行 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「ケアマネジメント論」を併せて履修することが望ましい。 

７．講義概要 

ケアマネジメントは社会福祉援助技術の 1 手法として、わが国の社会福祉の現場で幅広く活用されており、

特に、介護保険制度や自立支援法の中で位置づけられている。本講義では、ケアマネジメント論で学んだ知

識を活かしながら、実際にケアマネジメントの事例を通じ展開し、ケアマネジメントを理解していく。 

８．学習目標 

１）ケアマネジメントの実際を理解し、説明できる。 

２）ケアマネジメントの過程を実践し、実践現場で行えるようにする。 

３）事例検討・ロールプレイ等を通じて、様々な分野におけるケアマネジメントについて理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題(1ページ40行×30文字で3枚以上) 

１）ケアマネジャーに求められる専門性と姿勢について 

２）ケアマネジメントの展開過程について 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】太田貞司・國光登志子編『対人援助職をめざす人のケアマネジメント Learing10』(株)みらい。 

【参考書】NPO 法人千葉県介護支援専門院協議会編『基礎から学べる「ケアマネジメント実践力」ワークブ

ック』中央法規出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・事例を用いてアセスメントを行い、ケアプランの作成ができたか。 

・カンファレンスを実施し、ケアプランの検討が行えたか。 

・各事例検討における話し合いが適切にできたか。 

・ケアプランの実際についてレポートにまとめることができたか。 

○評定の方法 

授業への積極性・発表 50％ 

レポート提出 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生は以下のことを守って下さい。 

１）対人援助の専門職を目指す人材として、他者理解ができる事を自ら講義中の態度で示すこと。 

２）講義内容の事前の確認と、振り返りをしっかりすること。 

３）欠席・遅刻・早退をしないこと。（やむを得ない場合は必ず連絡すること） 

４）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

レポートの提出期限は厳守すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・多様性と多角的視点 

事前学習 
シラバスをよく読み、本科目の内容を理解す

る。 

事後学習 
ケアマネジメントを実践する上で必要な多

様性と多角的視点を整理する。 

第２回 インテーク面接 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認し多

様性と多角的視点を整理する。 

事後学習 
ケアマネジメントにおけるインテーク面接

を整理する。 

第３回 コンピテンスと専門的技術 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認しイ

ンテーク面接を整理する。 

事後学習 
ケアマネジメントを実践する上で必要なコ

ンピテンスと専門的技術を整理する。 

第４回 医学モデルと社会モデル 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認しコ

ンピテンスと専門的技術を整理する。 

事後学習 
ケアマネジメントを実践する上で必要な医

学モデルと社会モデルの視点を整理する。 

第５回 サービス担当者会議・カンファレンス 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認し医

学モデルと社会モデルを整理する。 

事後学習 
ケアマネジメントにおけるサービス担当者

会議を整理する。 

第６回 ケアマネジャーの姿勢と守秘義務 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認しサ

ービス担当者会議を整理する。 

事後学習 

ケアマネジメントを実践する上で必要なケ

アマネジャーの姿勢と守秘義務について整

理する。 



 

 

第７回 モニタリング 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認しケ

アマネジャーの姿勢と守秘義務を整理する。 

事後学習 
ケアマネジメントを実践する上で必要な多

様性と多角的視点を整理する。 

第８回 個人情報保護 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認しモ

ニタリングを整理する。 

事後学習 
ケアマネジメントにおける個人情報保護を

整理する。【レポート 1】 

第９回 ジェノグラムと ICF 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認し個

人情報保護を整理する。 

事後学習 
授業で検討した事例を振り返りジェノグラ

ムと ICFを整理する。 

第１０回 ファミリーヒストリーとエコマップ 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認しジ

ェノグラムと ICFを整理する。 

事後学習 
授業で検討した事例を振り返りファミリー

ヒストリーとエコマップを整理する。 

第１１回 アセスメント 

事前学習 

前回の授業で使用した資料を再度確認しフ

ァミリーヒストリーとエコマップを整理す

る。 

事後学習 
授業で検討した事例を振り返りアセスメン

トを整理する。 

第１２回 ケアプランの作成① 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認しイ

ンテーク面接を整理する。 

事後学習 
授業で検討した事例を振り返りアセスメン

トを整理する。 

第１３回 ケアプランの作成② 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認しケ

アプランを整理する。 

事後学習 
授業で検討した事例を振り返りケアプラン

を整理する。 

第１４回 チームケアとモニタリング 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認しケ

アプランを整理する。 

事後学習 
授業で検討した事例を振り返りチームケア

とモニタリングについて整理する。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
前回の授業で使用した資料を再度確認しチ

ームケアとモニタリングを整理する。 

事後学習 
これまでのケアマネジメントの展開過程を

まとめる。【レポート 2】 

  



 

 

１．科目名（単位数） ケアマネジメント論 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3321 

SNMP3321 

SCMP3321 

SBMP3321 

SPMP3321 

２．授業担当教員 荻野 基行 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「ケアマネジメント演習」を併せて履修することが望ましい。 

７．講義概要 

ケアマネジメントは社会福祉援助技術の 1 手法として、わが国の社会福祉の現場で幅広く活用されている。

特に、介護保険制度や自立支援法の中で位置づけられている。本講義では、ケアマネジメントの概要を理解

し、実際の活用に必要な知識を学べるように講義を進めていく。 

８．学習目標 

１）ケアマネジメントの概要を理解し、説明できる。 

２）ケアマネジメントの活用について理解し、説明できる。 

３）ケアマネジメントの機能について理解し、説明できる。 

４）対象別ケアマネジメントの実際について理解し、説明できる。 

５）在宅・施設におけるケアマネジメントについて理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート(1ページ40行×30文字で3枚以上) 

（１）自分が住んでいる地域の社会資源を調べる。 

（２）ケアマネジメントの重要な視点についてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『対人援助職をめざす人のケアマネジメント Learing10』(株)みらい。 

     太田貞司・國光登志子 編集 

【参考書】『初めて学ぶ ケアマネジメントテキスト』中央法規。 

池上直己・訳『日本版 MDS－HC 2.0 在宅ケアアセスメントマニュアル』医学書院。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）ケアマネジメントの実際を理解し、説明できたか。 

２）ケアマネジメントの過程を実践し、実践現場で行えたか。 

３）事例検討・ロールプレイ等を通じて、様々な分野におけるケアマネジメントについて理解ができたか。 

○評定の方法 

授業への積極性・発表 50％ 

レポート提出 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生は以下のことを守って下さい。 

（１）対人援助の専門職を目指す人材として、他者理解ができる事を自ら講義中の態度で示すこと。 

（２）講義内容の事前の確認と、振り返りをしっかりすること。 

（３）欠席・遅刻・早退をしないこと。（やむを得ない場合は必ず連絡すること） 

（４）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

（５）レポートの提出期限は厳守すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

テーマ「オリエンテーション／ケアマネジメントの意義

及び概要」 

授業の進め方とケアマネジメントの意義及び概要につ

いて理解する。 

事前学習 
シラバスをよく読み、本科目の内容を理解す

る。 

事後学習 
授業の内容を踏まえてケアマネジメントの

意義を整理する。 

第２回 

テーマ「ケアマネジメントの目的」 

ケアマネジメントの誕生の背景を理解し、ケアマネジメ

ントの考え方と日本におけるケアマネジメントの実際

を学び、ソーシャルワーク技術の手法としての目的を理

解する。 

事前学習 
テキストの「ケアマネジメントの目的」を読

む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえてケアマネジメントの

目的を整理する。 

第３回 

テーマ「ケアマネジメントの機能」 

ケアマネジメントを活用する場面を具体的に理解する

ことで、ケアマネジメントの機能について理解する。 

事前学習 
テキストの「ケアマネジメントの機能」を読

む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえてケアマネジメントの

機能を整理する。 

第４回 

テーマ「ケアマネジメントの展開過程」 

ケースの発見(インテーク)、アセスメント、課題分析、

ケアプランの作成、カンファレンス、実践、評価・モニ

タリングといった展開過程を概略的に理解する。 

事前学習 
テキストの「ケアマネジメントの展開過程」

を読む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえてケアマネジメントの

展開過程について整理する。 

第５回 

テーマ｢アセスメントの方法｣ 

対象者の個別の情報を収集し、整理する方法について理

解する。また演習を通してその際に必要な視点について

も理解しケアマネジメントにおけるアセスメントの重

要性について理解する。 

事前学習 テキストの「アセスメントの方法」を読む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえてアセスメントの方法

について整理する。 



 

 

 

第６回 

テーマ｢ニーズの把握と課題分析｣ 

ケアマネジメントにおける支援を行う上で、ニーズの把

握と課題分析は、ケアプランの作成や実践をする上で目

標設定や評価につながる重要な課程であることを具体

的に理解し、演習につなげていく。 

事前学習 
テキストの「ニーズの把握と課題分析」を読

む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえてニーズの把握と課題

分析について整理する。 

第７回 

テーマ｢ケアプランの作成｣ 

ケアプラン作成の視点と留意点について理解し、演習に

つなげていく。 

事前学習 テキストの「ケアプランの作成」を読む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえてケアプランの作成に

ついて整理する。 

第８回 

テーマ｢カンファレンスの開催｣ 

演習を通してカンファレンスの意義やその方法につい

て理解する。 

事前学習 テキストの「カンファレンスの開催」を読む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえてカンファレンスにつ

いて整理する。 

第９回 

テーマ「ケアマネジメントにおけるケアマネジャーの役

割と視点」 

自立支援、エンパワメント、ストレングス等の視点から

みたケアマネジャーの役割について理解する。 

事前学習 
テキストの「ケアマネジメントにおけるケア

マネジャーの役割と視点」を読む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえてケアマネジャーの役

割を整理する。 

第１０回 

テーマ「ケアマネジメントの利用者と社会資源の活用」 

ケアマネジメントの対象者とケースにあわせた社会資

源の活用について理解する。 

事前学習 
テキストの「ケアマネジメントの利用者と社

会資源の活用」を読む。 

事後学習 

授業の内容を踏まえてケアマネジメントに

おける社会資源について整理する。【レポー

ト（１）】 

第１１回 

テーマ「介護保険におけるケアマネジメント」 

介護保険制度におけるケアマネジメントの導入背景と

現状について事例を通して理解する。またロールプレイ

等を通して実践にふれ、その方法について理解する。 

事前学習 
テキストの「介護保険におけるケアマネジメ

ント」を読む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえて介護保険制度におけ

るケアマネジメントについて整理する。 

第１２回 

テーマ「障害者におけるケアマネジメント」 

障害者支援におけるケアマネジメントの実際を、事例を

通して理解する。またロールプレイ等を通して実践にふ

れ、その方法について理解する。 

事前学習 
テキストの「障害者におけるケアマネジメン

ト」を読む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえて障害者におけるケア

マネジメントの意義を整理する。 

第１３回 

テーマ「児童福祉におけるケアマネジメント」 

児童福祉におけるケアマネジメントの実際を、事例を通

して理解する。またロールプレイ等を通して実践にふ

れ、その方法について理解する。 

事前学習 
テキストの「児童福祉におけるケアマネジメ

ント」を読む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえて児童福祉におけるケ

アマネジメントの意義を整理する。 

第１４回 

テーマ「その他の分野におけるケアマネジメント」 

生活保護におけるケアマネジメントの必要性を、事例を

通して理解する。介護保険施設や在宅でもケアマネジメ

ントが行われなければならないことから、ロールプレイ

等を通してその実際にもふれて理解する。 

事前学習 
テキストの「その他の分野におけるケアマネ

ジメント」を読む。 

事後学習 
授業の内容を踏まえて生活保護おけるケア

マネジメントの意義を整理する。 

第１５回 

テーマ「ケアマネジメントについてまとめ」 

ソーシャルワークにおける１手法としてのケアマネジ

メントの重要な視点について、振り返りを行い、授業内

でレポートとしてまとめる。 

事前学習 1回～14回までの授業を振り返る。 

事後学習 
ケアマネジメントの考え方と方法について

整理する。【レポート（２）】 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3112 

２．授業担当教員 美藤 信也 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

「経営戦略論」も履修することが望ましい 

７．講義概要 

 本講義では組織の管理についての解説を行い、経営管理の理論的な部分に関して初歩的な理解を促すこと

が目的である。そのために、まずは、代表的な経営学説を学ぶことから始める。 

 講義の流れとしては、経営管理の全体を把握するため、経営学の誕生、近代組織における経営管理の登場

とその発展について学習する。変革する経営管理について、組織の活性化、モチベーション及び経営のリー

ダーシップについて学習を進める。 

 また、経営の創始者としてのテイラーや管理原則を展開したファヨールの議論などを紹介する。最終的に

は人事労務管理論や財務管理論へと議論を展開して、経営管理の全体像を把握できるようにする。 

８．学習目標 

１．企業はもちろん病院・学校・公共団体などをはじめ家庭・個人にいたるまで経営管理能力が必要とされ

ている。組織の経営管理活動の過去・現在・未来を理解できるようになる。 

２．社会で要求される管理能力の基礎を身に付けると共に、行動案を立案できるようになる。 

３．自分自身のマネジメント、即ちセルフマネジメントを理解し、実践力をつけることを目的とする。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

次の授業で学ぶ内容の予習と各授業で学んだ内容の復習をしっかりと行ってください。レポート課題は、授
業内で告知及び説明します。 

10．教科書・参考書・
教材 

教科書は、使用しません。 
必要に応じ、プリント及び資料を配布します。参考書は、講義の際に紹介します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から平易な資料を用意して授業を進めたため、組織経営の基本的仕組は

理解できたか。 

２．組織の管理能力の基礎的な考え方を身に付けることで、グローバルな視点で経営管理を考えるような力

が付いたか。 

３．企業の経営管理の理解だけでなく、病院や公共施設などの経営管理の違いを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

日本経済新聞を主とする新聞及びニュース等で取り扱われる経営管理に関する記事をできる限り読み、現在
のトピックスや現実の動きに注視してください。 

13．オフィスアワー 授業内で通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス（①本講義の進め方・評価の仕方, ②経営

管理論で何を学ぶか。） 

事前学習 授業用のノートやファイルを準備しておく 

事後学習 経営管理論で学ぶ全体像を把握する 

第２回 経営者の役割（経営学の誕生と経営管理の成立） 
事前学習 経営者の役割を調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第３回 テイラーの科学的管理 
事前学習 テイラーの科学的管理を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第４回 ファヨールの管理過程論 
事前学習 ファヨールの管理過程論を調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第５回 人間関係論 
事前学習 人間関係論を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第６回 モチベーション理論 
事前学習 モチベーション理論を調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第７回 リーダーシップ論 
事前学習 リーダーシップとは何かを調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第８回 経営組織の活性化と変革 
事前学習 経営組織の活性化と変革を調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第９回 経営戦略 
事前学習 経営戦略を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１０回 競争戦略 
事前学習 競争戦略とは何かを調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第１１回 グローバル戦略 
事前学習 グローバル戦略について調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１２回 人事管理 
事前学習 人事管理について調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第１３回 労務管理 
事前学習 労務管理を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１４回 財務管理とコーポレート・ガバナンス 
事前学習 財務管理について調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第１５回 全体のまとめ 
事前学習 今までの授業の内容を確認する 

事後学習 プリントの総復習をする 

期末試験 



 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営組織論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3114 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

企業・学校・病院など、多数の人間から構成される組織を運営するためには、これらの組織を合理的、効
率的な「一つの組織」として運営する必要がある。経営組織論は、社会の基礎的構成要素としての組織を対

象として、その行動やメカニズムの解明を基礎的課題とした学問領域である。 
私たちは常に組織との相互作用の中にあり、そして取り巻く組織は常に変化しながら、行動の制約や発展・

成長を私たちに与えたり、逆に私たちがより良い組織や機能を提供したりしている。この講義では、この組

織の機能に着目して、組織論的課題解決手法を探索する。そして、効率的に運営される組織とは何かという
観点から課題を提起し、ディスカッションを通じて課題解決に取り組む。 
この講義は、科目の性質上、経営管理論や経営戦略論等の関連科目の基礎的知識も必要となる応用科目と

なるので、これまで学習してきた経営学に関する知識をしっかり復習しておくことが必要である。また、必
要に応じて、適宜解説を加える。 

８．学習目標 

１．経営組織論を構成する理論の概要と具体的事例の内容を理解し、説明することができる。 

２．経営組織を取り巻く経営環境を理解し、その環境への適合方法及び戦略を考察し、立案できるようにな
る。 

３．経営戦略を実行するのに最適な経営組織のあり方を提起し、戦略的思考を理解し、説明することができ

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

定期的なアサイメントについては、特に課さない。しかし、授業展開の中で特に重要となる授業内容の予

備知識を調べてくるように提示する。また、前回の授業とのつながりを解説しながら授業を進めるが、特に
重要となる授業内容については、その都度、各自でその要点をまとめてくるよう提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

稲葉祐之他著『キャリアで語る経営組織』有斐閣アルマ、2012。 

【参考書】 

岡田広司編著『戦略的イノベーション経営の潮流 現代経営学講座Ⅱ』あるむ、2008。 

岡田広司著『商品開発とビジネス戦略 現代経営学基礎講座Ⅱ』あるむ、2009。 

桑田耕太郎・田尾雅夫著『組織論』有斐閣アルマ、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から、平易な資料を用意して授業を進めたため、組織の基本的仕組は理

解できたか。 

２．企業だけでなく学校、病院などの多くの人間から構成組織を運営するための、社会で要求される組織経

営の基礎的な考え方を身に付け、留学生にとっても日本と母国を含めたグローバルな視点で組織のあり

方を考えるような力が付いたか。 

３．企業の経営組織の理解だけでなく、病院や公共施設などの組織及び組織運営の違いを理解できるように

なったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属する。組織の活動には、経営戦略、経営管理の知識が必要である。また、
経営組織の学習は、変化する社会のあり方を考察し、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付け

る試みができ、セルフマネジメント手法を学ぶことにもつながる。医療・福祉・介護などの経営組織論の学
習を皆さんと共に討議を重ねながら追究していく。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 
経営組織論の概念 

事前学習 

テキストの著者の考え方を知る上で、「はしがき」
（pp.1～7）を読み、理解する。参考書などを調べ

て、経営組織論の持つ意味をまとめる。 

事後学習 
オリエンテーションによって得た、経営組織論に

ついての自分の考えをまとめ提出する。 

第２回 

個人の欲求と組織の目的 
人間の欲求と行動 

組織・企業のあり方と価値 

事前学習 

テキスト第 1章 pp.7～13を読んでまとめる。また、
関心のある企業を取り上げ、事業内容会社組織体

制などについてまとめる。 

事後学習 
テキストを通して学んだ人間の欲求と組織の行動

との関係についてまとめる。 

第３回 

付加価値を生むプロセス 
経営資源 
組織で働くことと個人で働くこと 

事前学習 
テキスト第 1 章の pp.13～26 を熟読し、内容をま
とめる。 

事後学習 

当該学習を通して、付加価値とは何か、それを生

むプロセス、人的資源の重要性、組織で働くこと

の意義をまとめる。 

  



 

 

第４回 

組織社会科と組織社会プロセス 
組織社会化 
組織文化とは何か 

組織文化の機能  

事前学習 
テキスト第 2 章 pp.27～57 を読んで、組織社会化
とは何かについて考察しまとめる。 

事後学習 
組織文化が企業活動のなかでどう機能するのかま

とめ、企業の実態と比較考察する。 

第５回 

組織と仕事への順応化 

モチベーションと規則 
人材教育 
仕事に対する欲求 

内発的動機付け 

事前学習 
テキスト第 3 章 pp.59～88 を読み、モチベーショ

ン、人材育成などを中心にまとめる。 

事後学習 
仕事に対する意欲、モチベーションと組織とのつ

ながりを中心に内容をまとめる。 

第６回 

人事異動 
会社のなかでのキャリア開発 

組織の人事管理 
個人のキャリアマネジメント 

事前学習 
テキスト第 4章 pp.89～114を読んで、自分なりに
適材適所に関する考え方をまとめる。 

事後学習 
この学習を通して、組織と個人の関係についてま

とめ、経営組織について理解を深める。 

第７回 

リーダーシップ 

リーダーシップの意義 
優れたリーダー行動と権限委譲 
状況適応理論 

事前学習 
テキスト第 5 章の pp.117～143 を読み、リーダー
シップの重要性についてまとめる。 

事後学習 

優れたリーダーシップとはどういうものかという

視点から、事前学習での考察を再度見直し、まと

める。 

第８回 

集団組織のダイナミズム 
意思決定のプロセス  

集団組織の意思決定と個人の意思決定のメリット 

事前学習 
テキスト第 6 章 pp.145～163 を熟読し、内容をま
とめる。 

事後学習 

組織活動のなかで最も重要なテーマの一つである

意思決定について、過去の事例を加えながらまと

める。 

第９回 

意思決定のごみ箱モデル 
集団の失敗 
グループ・シンク 

グループシフト 

事前学習 
テキスト第 6章 pp.163～174を熟読するとともに、
集団の圧力について考察する。 

事後学習 
学習をもとに、集団が誤った意思決定をした事例

をまとめ、考察力を深める。 

第１０回 

コンフリクト・マネジメント 
コンフリクトのプロセス 

ダイバシティ・マネジメント 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.177～208 を熟読しまとめ、コ

ンフリクトについての予備知識を得る。 

事後学習 
学習成果を応用して、コンフリクトの無い集団は

あるのか、という視点からまとめる。 

第１１回 

組織デザイン 
組織における分業 
分業されたタスクの調整方法 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.211～240 を熟読し、組織デザ
インについての内容をまとめる。 

事後学習 
組織における分業について、事例を取り上げ適

応・考察してまとめ、理解を深める。 

第１２回 

ヒエラルキーの設計 

機能性組織と事業部制組織 
グルーピングの基本 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.241～255 を読み、企業の伝統
的なヒエラルキーをまとめる。 

事後学習 
機能別組織から事業部制組織に発展した企業事例

を取り上げて、まとめることで理解を深める。 

第１３回 

環境のマネジメント 
制度・市場・利害者集団と組織 
利害者集団との関係 

事前学習 
テキスト第 9 章 pp.256～270 を読み、利害者集団

を中心にまとめる。 

事後学習 

利害者集団とのつながりがいかに重要かという視

点を中心に学習内容をまとめ、企業活動への理解

を深める。 

第１４回 

組織変革とトップの役割 
経営理念とビジネスシステム 
企業の社会的責任  

事前学習 
テキスト第 10章 pp.273～305を読みまとめる。組

織の変革という概念を理解する。 

事後学習 

明確なる経営理念とリーダーシップのもとで変革

するビジネスシステムという視点で学習内容をま

とめ、創造・思考力を高める。 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 

会社という組織を通してキャリアの育成からはじ

まった当該学習の内容を再確認し、疑問点や問題
点などをまとめる。 

事後学習 

この学習で理解した経営組織のあり方をまとめる

と共に、関心ある企業などを取り上げて理論と実

践との差異などを比較・考察する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・医療心理学／健康心理学 （2単位） 

３．科目番号 
SPMP3337 

PSMP3337 
２．授業担当教員 齋藤 瞳 

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 

 行動変容を大きなテーマに、より健康な生活を送ることができるよう心理学的観点から学ぶことを目的と
する。そして、人間の「心と体」の健康の維持・増進、疾病の予防のために、心や体の健康を阻害する危険
因子(risk factor)を、bio-psycho-socioの 3つの観点から発見し、それを防除することを目指し、保健医

療の現場で役立つ基礎を学ぶ。 
 また、災害などに遭遇したときの人間の心理と行動を理解し、緊急事態や災害を体験した人々に見られる
心理的反応と行動の特徴を知ると同時に、これらに基づき災害への備えや対応を含む方略を考える。 

８．学習目標 
 新しい学問としての、健康・医療心理学の本質を理解し、人間の心と体の健康の維持・増進または疾病予

防のために、どのような支援が可能か自分の考えを述べ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 

・心身の健康増進を目指した行動変容プログラムに取り組むことを課題とする。 

・自身の生活習慣を振り返ると同時に、プログラム実施結果についてレポートにまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】野口京子『新版健康心理学』金子書房。 
【参考書】金政祐司・大竹恵子（編著）『健康とくらしに役立つ心理学』北樹出版。 

島井哲志・長田久雄・小玉正博（編著） 

『健康心理学・入門 -健康なこころ・身体・社会づくり』有斐閣アルマ。 

日本健康心理学会（編集）『健康心理学概論 (健康心理学基礎シリーズ)』実務教育出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

健康・医療心理学の本質を理解し、人間の心と体の健康の維持・増進または疾病予防のために、どのよう

な支援が可能かについて、自分の考えを述べ、実践することが出来るようになったか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加、日常の受講態度、課題レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度(授業態度、積極的参加)   総合点の３０％ 

２ 課題レポート                総合点の３０％ 

３ 期末レポート                総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

健康心理学の授業で学んだことを日常生活・現場で生かすことができるよう、質疑応答・議論を積極的に

行い、主体的に学ぼうとする姿勢で授業参加することを期待します。 

人に迷惑をかける行為を慎むことは受講する上での基本事項ですが、実りある授業時間となるよう学生自身

の積極的な協力をお願いいたします。 

13．オフィスアワー 初回授業時にお伝えします。 

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 健康心理学とは？ 

事前学習 健康心理学のテキストを購入し、概要を確認 

事後学習 
自身の発表担当章の確認と、発表に向けての

見通しを立てる 

第２回 ITを用いた健康増進プログラムの施行 

事前学習 健康増進プログラムへの登録 

事後学習 
日常における健康増進プログラムへの取り

組み 

第３回 健康増進プログラムの実施状況の確認 
事前学習 

生活習慣と健康について、テキスト第 6章・

第 12章を予習 

事後学習 自身の生活習慣に関する振り返り 

第４回 健康心理学の基盤となる心理学の概念 

事前学習 第 2章に関して学習促進レポートを作成 

事後学習 
第 2章の内容を踏まえて健康増進プログラム

を実施 

第５回 健康行動の理解 

事前学習 第 3章に関して学習促進レポートを作成 

事後学習 
第 3章の内容を踏まえて健康増進プログラム

を実施 

第６回 ストレスと健康 

事前学習 第 4章に関して学習促進レポートを作成 

事後学習 
第 4章の内容を踏まえて健康増進プログラム

を実施 

第７回 パーソナリティと健康 

事前学習 第 5章に関して学習促進レポートを作成 

事後学習 
第 5章の内容を踏まえて健康増進プログラム

を実施 

第８回 ソーシャルサポート 

事前学習 第 7章に関して学習促進レポートを作成 

事後学習 
第 7章の内容を踏まえて健康増進プログラム

を実施 

第９回 健康増進プログラム実施状況の確認 

事前学習 
健康増進プログラムの実施状況についての

振り返り 

事後学習 
ディスカッションを踏まえプログラムへの

取り組みを再開 



 

 

 

第１０回 ヘルスケアシステム 

事前学習 第 8章に関して学習促進レポートを作成 

事後学習 
第 8章の内容を踏まえて健康増進プログラム

を実施 

第１１回 健康教育 

事前学習 第 9章に関して学習促進レポートを作成 

事後学習 
第 9章の内容を踏まえて健康増進プログラム

を実施 

第１２回 健康心理学で用いるアセスメント 

事前学習 第 10章に関して学習促進レポートを作成 

事後学習 
第 10 章の内容を踏まえて健康増進プログラ

ムを実施 

第１３回 健康心理カウンセリング 

事前学習 第 11章に関して学習促進レポートを作成 

事後学習 
第 11 章の内容を踏まえて健康増進プログラ

ムを実施 

第１４回 災害時における心理的支援 

事前学習 
緊急事態等における心理的反応と行動につ

いて考える 

事後学習 
災害等への備えや対応について日常に活か

す 

第１５回 学習到達度チェック 
事前学習 

これまでの授業に関する内容全てに関する

復習 

事後学習 健康増進プログラム課題レポートの作成 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・スポーツ （2単位） 

３．科目番号 GEHL1101 

２．授業担当教員 古俣 龍一 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 現場において他者にも説得力のある説明が出来るように、まず、体力テストで得られた自身の体力

の結果を総合的に分析・考察する。(レポート） 
課題２ 現代っ子の体力面の問題点や課題を探り、将来に向けてどのような手立てを講じていけばよいのか

を探る。(ディスカッション) 

課題３ 人が健康に生きることとはどのようなことなのか、その本質を追求できるようにさまざまな要素を
挙げながら探る。（ディスカッションおよびレポート） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】文部省（文部科学省）『新体力テスト 有意義な活用のために』ぎょうせい、2016年。 

『トラペジウム』圭文社、2009年。 
参考文献を適宜配布し、ディスカッションする。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 体力や運動レベルの差が大きいので、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

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

3. 授業を振り返り、健康への考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

近年、児童生徒の基礎体力の低下や基本的生活習慣の乱れが各方面から叫ばれています。持久力、巧緻性

などといった基礎体力は 1985年あたりから低下の一途をたどり、現在においても依然として低下、停滞の傾
向を認める項目が少なくありません。また、基本的生活習慣においては、それを構成する要素として｢適正な
睡眠｣、｢バランスの取れた栄養｣、｢適度な運動｣、｢必要に応じた休養｣および｢身のまわりの環境｣などを挙げ

ることができますが、社会構造の複雑化、ライフスタイルの多様化に伴い、人々の生活の夜型現象は確実に
進行し、この余波は児童生徒にも及んできていることは周知の事実です。 
このような状況下において今、将来の子どもたちの「健康」と「スポーツ」を考えていくことはとても重

要な意味をもちます。そしてそのことから我々が今後においてどのように現場で「健康教育」や「スポーツ」
を推進していくかが大きな課題となります。また、このことから自身への健康感の認識の構築にも重要な役
目を担うことになるはずです。 

本講義（実技や演習も含む）では、現代っ子の体力的現状をわかりやすく解説するとともに実践的な実技
をおりまぜながら、これを発展させてこれからのあるべき自身の「健康・スポーツ」を展望し、真の健康を
勝ち取るためには何が必要で何が重要なのかを探っていきます。 

本授業は実技や演習もありますので、その際には必ず体育着で臨んでください。ジーパンは禁止です。ま
た、体育館での運動は体育館シューズが必要です。これは運動をするに当たっての最も基本的な事項である
ことをおさえてください。 

13．オフィスアワー 春期、秋期とも授業時に通知する。 

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（本講義の必要性と重要性） 
＊資料や教科書を確認しながらこれから何を学習して
いくのかを知り、自分なりに授業の展望を掴む。 

事前学習 
本講義内容をシラバスにてあらかじめ把握
し臨む。 

事後学習 
次時から行なうスポーツテストの意義や特

性を押さえる。 



 

 

第２回 

スポーツテスト① 各項目の測定 ＜実技＞  
＊実際にスポーツテストを体験しどの年代でどのよう

な項目が求められているのかを知る。 

事前学習 各測定種目の実施方法の把握。① 

事後学習 
数値化した測定項目を記録し、その結果のも

つ意味を理解する。① 

第３回 

スポーツテスト② 各項目の測定 ＜実技＞  

＊実際にスポーツテストを体験しどの年代でどのよう
な項目が求められているのかを知る。 

事前学習 各測定種目の実施方法の把握。① 

事後学習 
数値化した測定項目を記録し、その結果のも

つ意味を理解する。② 

第４回 

スポーツテスト③ 各項目の測定 シャトルランの測
定方法とその実際 ＜実技＞  

＊実際にスポーツテストを体験しどの年代でどのよう
な項目が求められているのかを知る。 

事前学習 シャトルランの実施方法の把握。 

事後学習 

シャトルランの特性をしっかり把握すると

ともにすべてのテスト種目において自分な

りの感想をもてるようにする。 

第５回 

スポーツテストの統計処理① ＜講義・演習・ディスカ
ッション＞  
＊得られたテスト結果をどのようにしてまとめると分

析しやすくなるのか、その方法の概要を知る。 

事前学習 測定項目を統計処理する必要性を考える。① 

事後学習 Tスコアのもつ意味を理解する。① 

第６回 

スポーツテストの統計処理② ＜演習・ディスカッショ

ン＞  
＊実際に得られた結果を分析し、それをグラフ化する技
法を身に付けることができることを知る。 

事前学習 測定項目を統計処理する必要性を考える。② 

事後学習 Tスコアのもつ意味を理解する。② 

第７回 

スポーツテストの分析① 現代っ子の体力面における

問題点 ＜講義・ディスカッション 課題Ⅰの提示＞ 
＊スポーツテストにおける各項目の特性を理解し、基礎
体力や基本的運動能力との関連性を知る。 

事前学習 
現代っ子の体力的特性を自分なりに理解す
る。 

事後学習 
課題Ⅰを講義やディスカッションを参考に

して取り組む。 

第８回 

スポーツテストの分析② 現代っ子の基本的生活習慣

における問題点 ＜講義・ディスカッション 課題Ⅱの提
示＞ 
＊健康な生活を送るためには基本的生活習慣が大きな

役割を果たしていることを知る。 

事前学習 基本的生活習慣の重要性について調べる。 

事後学習 
課題Ⅱを講義やディスカッションを参考に

して取り組む。 

第９回 

ウェルネスの重要性 ＜講義・ディスカッション＞ 
＊ウェルネスの概要を理解し、健康に生きるためにはス

ポーツのみならずその他さまざまな要素が絡まりあ
って構成されていることを知り、再度、健康観につい
て論じることが出来るようにする。 

・グループごとのディスカッション ＜課題Ⅲの提示＞ 

事前学習 健康に生きるための条件をいくつか考える。 

事後学習 
ウェルネスの基本的な考え方を理解し、課題

Ⅲに取り組む。 

第１０回 

これまでの授業で学んだことを生かして「スポーツ大

会」を計画しよう（ディスカッション） 
＊「スポーツ大会」の計画に当たっては、これまで学ん
できた各事項を生かしつつ、教育現場や当該現場に即

した運動内容が的確かつ明確に目的として盛り込む
ことが出来るようにする。 

事前学習 

これまで学習してきたことを生かすとどの

ようなスポーツ大会を計画することが可能
かを考える。 

事後学習 
ディスカッションを通して理想的なスポー

ツ大会ができたか考える。 

第１１回 

スポーツ大会① 

＊教師の評価の観点および学生の自己評価： 
 ア、運動を行うのにふさわしい服装で臨んでいるか 
イ、大会を盛り上げようと自分なりに努力している   

  か 
ウ、運営を円滑に行えるように協力しているか 
エ、実際に現場に即した状況を適宜想定しているか 

オ、本時の大会運営が目的に即して行われたか 

事前学習 
スポーツ大会の運営方法と役割分担につい

て考える。① 

事後学習 
左記の 5項目の自己評価について個々で振り

返りをする。① 

第１２回 

スポーツ大会② 
＊教師の評価の観点および学生の自己評価： 

 ア、運動を行うのにふさわしい服装で臨んでいるか 
イ、大会を盛り上げようと自分なりに努力している 
  か 

ウ、運営を円滑に行えるように協力しているか 
エ、実際に現場に即した状況を適宜想定しているか 
オ、本時の大会運営が目的に即して行われたか 

事前学習 
スポーツ大会の運営方法と役割分担につい
て考える。② 

事後学習 
左記の 5項目の自己評価について個々で振り

返りをする。② 

第１３回 

スポーツ大会③ 
＊教師の評価の観点および学生の自己評価： 
 ア、運動を行うのにふさわしい服装で臨んでいるか 

イ、大会を盛り上げようと自分なりに努力している 
  か 
ウ、運営を円滑に行えるように協力しているか 

エ、実際に現場に即した状況を適宜想定しているか 
オ、本時の大会運営が目的に即して行われたか 

事前学習 
スポーツ大会の運営方法と役割分担につい
て考える。③ 

事後学習 
左記の 5項目の自己評価について個々で振り

返りをする。③ 

第１４回 

スポーツ大会④ 
＊教師の評価の観点および学生の自己評価： 
 ア、運動を行うのにふさわしい服装で臨んでいるか 

イ、大会を盛り上げようと自分なりに努力している 
  か 
ウ、運営を円滑に行えるように協力しているか 

エ、実際に現場に即した状況を適宜想定しているか 
オ、本時の大会運営が目的に即して行われたか 

事前学習 
スポーツ大会の運営方法と役割分担につい
て考える。④ 

事後学習 
左記の 5項目の自己評価について個々で振り

返りをする。④ 



 

 

第１５回 

まとめ・評価 
＊これまで学んできた 
①スポーツテストの項目とその意義 

②データを使っての簡単な統計処理の仕方 
③得られた結果をもとにした相応な分析 
④基本的習慣の重要性 

⑤ウェルネスの基本的な考え方 
⑥対象者に合ったスポーツ大会の計画 
 

などの項目が理解できているかのまとめと評価 
を行う。 

事前学習 
スポーツ大会の運営方法と役割分担につい
て考える。⑤ 

事後学習 

これまで学んできた左記の 6項目について改

めて振り返り、健康で活力のある生活を送る

ためにはどのようなことに留意していけば

よいのかを考える。また、本授業で培った体

験を今後の生活に生かせるようにすること

を確認する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 
GEHL1301 

JNGL2103 
２．授業担当教員 山内 健次 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート：健康であるために今後どのようなスポーツ、運動を実践していきたいか 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しません（授業内で配布したプリントを使用します） 

【参考書】神戸大学大学院人間発達環境学研究科健康科学研究会編「基礎としての健康科学」大修館書店 

     茨城大学健康スポーツ教育専門部会編「健康スポーツの科学」大修館書店 

     出村慎一 監修「健康・スポーツ科学講義」杏林書院 

     黒川隆志 他「健康スポーツ科学」技法堂出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 体力や運動レベルの差が大きいので、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

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

3. 授業を振り返り、健康への考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代社会における健康に対しての問題点をしっかり理解し、自分自身の健康増進に役立てましょう。 

13．オフィスアワー 授業内でお知らせいたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（受講にあたっての服装や態度

と注意点、授業内容の確認、成績評価方法） 

現代社会と健康①（平均寿命と健康寿命 

少子化 老年化指数 

事前学習 日本の 2019年度国民医療費について調べてくる。 

事後学習 他の国の老年化指数を調べてみる。 

第２回 
現代社会と健康②（日本人の死亡原因 子

どもの死亡原因 

事前学習 近年の日本人の死亡三大要因について調べてくる。 

事後学習 30代、40代、それ以上の成人の死亡原因は何か調べてみる。 

第３回 

現代社会と健康③（（健康に対する定義 病

気の一次予防・二次予防・三次予防 健康

を作る社会づくり  国民健康づくり対

策 ） 

事前学習 健康とは何かについて考えてくる。 

事後学習 健康の維持増進のために自分にできることを実践する。 

第４回 からだと栄養 
事前学習 

自分自身の体脂肪量を確認してくる。自分の一日の消費カ

ロリー量を考えてくる。 

事後学習 食品に含まれる栄養素をまとめる。 

第５回 生活習慣と健康① 食事バランスガイド 
事前学習 身近な食品のカロリー量を調べる。 

事後学習 自身の食事の摂り方について見直す。 

第６回 
生活習慣と健康② 健康づくりのための身

体活動基準 2013 健康づくりのための睡眠

事前学習 自分の一日の身体活動を書き留めておく。 

事後学習 身体活動量が増す生活を実践する。 



 

 

指針 2014）） 

第７回 
生活習慣と健康③ 飲酒・喫煙がからだに

及ぼす影響 

事前学習 日本人の喫煙率を調べてくる。 

事後学習 
飲酒・喫煙以外の嗜好品によって、健康を害するものがあ

るのか調べてみる。 

第８回 
メタボリック症候群と生活習慣病① 高血

圧 脂質異常症 

事前学習 
生活習慣病を予防するには、どのように生活を送ればよい

のか考えてくる。 

事後学習 
生活習慣病を予防するために、自分で実践できることを決

める。 

第９回 
メタボリック症候群と生活習慣病② 心疾

患 脳血管疾患 

事前学習 生活習慣病の罹患率を調べてくる。 

事後学習 自分の生活習慣で修正する点をまとめる。 

第１０回 

メタボリック症候群と生活習慣病③ 糖尿

病 生活慣病と運動の関係 健康診断書の

数値の読み方） 

事前学習 自分自身の健康診断結果について確認してくる。 

事後学習 何か生涯スポーツとして活動できるものを考える。 

第１１回 

体力の科学①（生活変化に伴う体力の衰え

体力の定義 体力の分類 発育と発達 子

どもの体力） 

事前学習 自分自身の体力測定結果を確認してくる。 

事後学習 子どもの発育発達に応じた運動をまとめる。 

第１２回 
体力の科学②（青年期 壮年期 高齢者の

体力 ロコモティブシンドローム） 

事前学習 高齢者が日常生活を送る上での、問題点を考えてくる。 

事後学習 高齢者に優しい社会づくりを実践する。 

第１３回 
身体（からだ）のしくみ①（骨＝頭部・体

幹・上肢・下肢 関節 歯） 

事前学習 おおまかなからだのしくみについて調べてくる。 

事後学習 学習した骨の名称を自分の身体で確認する。 

第１４回 

身体（からだ）のしくみを知る②（筋肉の

種類と構造 神経系の分類 自律神経系の

はたらき ストレスと自律神経 ストレス

の対処法）） 

事前学習 自分自身のストレッサーは何か考えてくる。 

事後学習 学習したストレス対処法を実践してみる。 

第１５回 

救急手当（心肺蘇生法 気道内異物除去）

と応急手当（創裂刺傷 骨折・捻挫の固定

法 熱傷 鼻血等）の実際 

事前学習 これまで習ってきた心肺蘇生法について復習してくる。 

事後学習 傷の手当てや熱傷の手当てなどを復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
健康・スポーツ （2単位） 

３．科目番号 

GEHL1301 

GEHL1112 

GEHL1101 ２．授業担当教員 飯田 昌男 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付け

るため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1,現代社会におけるスポーツの必要性について私見をまとめる。 

   2,これからの私と運動（スポーツ） 

    （1,2,のどちらかを800字以内で、書式及び提出については授業内にて説明する） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 体力や運動レベルの差が大きいので、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

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

3. 授業を振り返り、健康への考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．実技中心の授業のため、それにふさわしい服装（髪型、靴、爪等も含む）で参加してください。体育館シ

ューズも用意してください。 

2．欠席は学則に則り 3 回までです。出席を取っている間の入室は出席とし、それ以降の入室は欠席としま

す。 

 ただし、授業は受けられます。理由は、時間を守ることはとても重要であると考えています。また、ケガ

防止のため準備運動をしていただくためです。また、無断で早退した場合は欠席とします。 

3．自ら進んで授業に取り組み、スポーツの楽しさを大いに味わってください。 

4．わからないことや疑問に思ったことは、その場で質問・意見をしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、体育概論①（運動の勧め） 
事前学習 軽く運動をしておく。 

事後学習 配布した資料に振り返りを記録する。 

第２回 ジョギング、ストレッチ実践論、フライングディスク 
事前学習 実技に入るので軽く運動しておく。 

事後学習 ストレッチを復習する。 

第３回 団体競技（フライングディスク） 
事前学習 「アルティメット」のルールを調べておく。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第４回 団体競技（フライングディスク） 
事前学習 ルールを調べて確認する。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第５回 個人競技（バドミントン） 
事前学習 ルールを確認する。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第６回 個人競技（バドミントン） 
事前学習 ルールを調べて確認する。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第７回 団体競技（ソフトバレーボール） 
事前学習 ルールを調べてくる。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 



 

 

第８回 団体競技（ソフトバレーボール 
事前学習 ルールを調べて確認する。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第９回 団体競技（ソフトバレーボール 
事前学習 ルールを確認する。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第１０回 団体競技（バスケットボール） 
事前学習 ルールを調べておく。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第１１回 団体競技（バスケットボール） 
事前学習 ルールを確認する。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第１２回 体育概論②（体力について） 
事前学習 「体力の分類」を調べてくる。 

事後学習 「体力の分類」をまとめる。 

第１３回 体育概論③（身体の骨格や筋肉について） 
事前学習 骨格や筋肉の名前を調べてくる。 

事後学習 骨格や筋肉の名前を覚える。 

第１４回 体育概論④（各種トレーニングについて） 
事前学習 トレーニングの種類や内容を調べてくる。 

事後学習 トレーニングの種類をまとめる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 今までの種目や振り返りを読んでくる。 

事後学習 
今後の自分への課題を見つけ、健康な生活を

送れるように考えをまとめ実践すること。 

6月 赤城山宿泊研修 

10月 合同スポーツデイ 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康管理学（健康相談活動を含む） （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2345 

SNMP2345 

SCMP2345 

SBMP2345 

SPMP2345 

２．授業担当教員 山内 健次 

４．授業形態 講義、演習、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
本講義は衛生管理者資格取得に関する科目である 

７．講義概要 

 健康は、人がより豊かで充実した人生を過ごすという目的を達成するための手段であるという観点から、 

自分の視点や考え方を盛り込んだ健康観を確立することをねらい、健康とは何かを理解し、健康増進のため

の生活習慣の知識および実践方法を学習する。また人間の健康を保持増進するための社会や環境はどうある

べきかなど社会や環境と健康とのかかわりについて理解し習得する。 

 身体の構造や仕組みについても併行して理解する。 

８．学習目標 

１、健康の捉え方、健康観を確立することができるようになる。 

２、生活習慣と健康との関係性を理解し、健康行動に結びつける意識を高めることができるようになる。 

３、健康阻害要因の排除と健康行動の実践を日常生活に導入できる動機づけとすることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題：自分の中で興味のある、健康に関する何らかテーマを決め、それに基づいたレポート作成をする、 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しない（授業内で配布したプリントを使用する） 

【参考書】木村康一 他著『学生のための健康管理学』南山堂 

     梶川洋 他『基礎から学ぶ健康管理概論』南江堂 

郡司篤晃 編著『健康管理概論』医歯薬出版 

東あかね 他著『健康管理概論 社会・環境と健康』講談社 

中村榮太郎 編著『健康運動指導のための健康管理総論』杏林書院 

健康・体力づくり事業財団編『健康運動指導士養成講習会テキスト 上』 

健康・体力づくり事業財団編『健康運動実践指導者養成テキスト』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．健康の捉え方、健康観を確立することができたか。 

２．生活習慣と健康との関係性を理解し、健康行動に結びつける意識を高めることができたか。 

３．健康阻害要因の排除と健康行動の実践を日常生活に導入できる動機づけとすることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度･････････････70％ 

発表(グループワーク等)･････10％ 

課題レポート（提出物）･････20％ 

            計 100％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・受講生は下記の条件を厳守し授業に臨んでもらうことを期待しています。 

１．積極的な態度で授業に参加する。 

２．課題レポートの提出日を厳守する。 

３．授業中の私語は絶対しないようにする。 

４．授業中に居眠りをしないようにする。 

５．携帯電話の授業中の作動は厳禁とする。 

健康管理は、健康の維持・増進と疾病の早期発見及び治療を目的として、個人や集団に対して行う幅広い活

動であり、一生涯続くものですのでその実践に努めましょう。 

健康管理学では、学校、職場、地域の健康増進の取り組みについて学習し、WHO で掲げる健康の定義を軸と

して、健康管理のあり方を学びます。また健康状態についての歴史的流れ及び国際的視点から、現状の日本

の姿を把握するようにし、個人の健康管理の必要性から集団の健康管理の必要性を取り上げ、国の施策を織

り込みながら疾病の予防、更には健康増進を取り上げて健康生活の基本が理解できるようにします。 

13．オフィスアワー 授業内でお知らせします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の進め方、成績評価方法） 

健康のとらえ方（健康の定義、健康観、予防医学） 

事前学習 
現在の自分が健康の維持増進に対し、どのような

行動をとっているかを考えてくる。 

事後学習 
健康とは何かについて改めて考え直し、特に不健

康な行動を見直す。 

第２回 

健康の現状① 人口静態調査（国勢調査による結果）

と人口動態調査（出生・死産・婚姻・離婚者数、平均

寿命と健康寿命）、 

事前学習 平均寿命の推移について調べてくる。 

事後学習 平均寿命の推移について復習する。 

第３回 

健康の現状② 人口動態調査（乳児死亡率と周産期死

亡率、死因順位と年齢調整死亡率、）と国民生活基礎

調査（有訴者率と通院者率） 

事前学習 子どもの死因の現状について調べてくる。 

事後学習 日本の健康の現状について復習する。 

第４回 

健康づくりの施策（国民健康づくり対策、国民健康づ

くり運動と健康増進法、エンゼルプラン、新エンゼル

プラン、健やか親子 21、ゴールドプランなど） 

事前学習 
戦後の国民健康づくりの施策について調べてく

る。 

事後学習 学んだ健康づくり施策について 



 

 

第５回 
健康づくりのための指針（食生活指針、運動指針、睡

眠指針、休養指針） 

事前学習 様々な食品のカロリーを書き留めてくる。 

事後学習 
今回の学びから自分の生活の中での運動・栄養・

休養について見直す。 

第６回 生活習慣と健康①（栄養・食生活） 
事前学習 栄養・食生活と健康の関係についてまとめる。 

事後学習 栄養・食生活と健康の関係について復習する。 

第７回 生活習慣と健康②（運動と身体活動、ストレス） 

事前学習 
自分の一日の身体活動量はどの程度なのか考え

てくる。 

事後学習 
身体活動・運動、休養・ストレスと健康の関係に

ついて復習する 

第８回 生活習慣と健康③（喫煙と飲酒、環境要因） 

事前学習 喫煙者と飲酒者の年次推移について調べてくる。 

事後学習 
喫煙と飲酒がどのように健康に関係するのかを

まとめる。 

第９回 
疾病の予防①（メタボリックシンドローム、がん、高

血圧、心疾患） 

事前学習 生活習慣病の現状について調べてくる。 

事後学習 生活習慣病の予防策について復習する。 

第１０回 疾病の予防②（脳血管疾患、糖尿病、脂質異常症） 
事前学習 

脳血管疾患、糖尿病、脂質異常症の罹患者数を調

べてくる 

事後学習 高齢者と口腔疾患の関係についてまとまる。 

第１１回 疾病の予防③（歯科・口腔疾患、感染症、精神疾患） 
事前学習 

精神疾患にはどのようなものがあるか調べてく

る。 

事後学習 世界における感染症も調べてみる。 

第１２回 
健康管理の進め方（健康管理の体系、手段、評価）、

健康相談の方法 

事前学習 
自分の健康管理はどのように行っているのかを

考えてくる。 

事後学習 健康管理の方法についてまとめる。 

第１３回 
地域の健康管理（保健所、市町村保健センター、健康

増進施設） 

事前学習 
自分の住んでいる街の保健センターについて調

べてくる。 

事後学習 保健所と保健センターの役割についてまとめる。 

第１４回 

母子の健康管理（母子保健制度、乳幼児の健康診査、

予防接種）と学校の健康管理（保健教育、保健管理、

学校給食） 

事前学習 学校の健康管理について調べてくる。 

事後学習 
母子手帳などで自分の乳幼児期の健康状態を振

り返る 

第１５回 職場の健康管理（労働災害の現状、労働衛生の３管理） 
事前学習 

労働災害にはどのようなものがあるのか調べて

くる。 

事後学習 集団の健康管理について復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 言語学概論 （2単位） 

３．科目番号 EIJP1141 

２．授業担当教員 野口 芙美 

４．授業形態 講義・演習・討論・発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 言語には日本語も英語もあるが、どの言語にも共通したなんらかの性質がある。この講座は言語体系、言

語能力、言語運用などといった言語学の分野でよく使われる用語を紹介したうえで、音、単語、文、意味、

文化について考察を進め、ことばの普遍性と多様性を学習していく。 

８．学習目標 
1.どの言語にも応用できる言語学の基礎知識について説明できるようになる。 

2.言語学の基礎知識を日本語（や母国語）に当てはめ、自分で用例を挙げながら解釈できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎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。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】黒田龍之介著『はじめての言語学』講談社現代新書、2004 

【参考書】星浩司著『言語学への扉』慶応義塾大学出版会、2010 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）言語学の基礎知識について説明できるようになったか。 

２）言語学の基礎知識を日本語（と母国語）に当てはめ、自分で用例を挙げながら解釈できるようになった

か。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は、言語学の基礎知識を学びながら、身近な言語を捉え直す場となることを目指す。言語学で使用

される用語は難しくてとっつきにくいという印象を持つ人もいるかもしれない。しかし、日常的に使用して

いる言語や学習している言語を様々な視点から捉えることによって、普段何気なく使っていることばにも新

しい発見や面白さを見出すことができるはずである。自分や周りの「ことば」に興味を持って、授業に積極

的に参加してほしい。 

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、第 1章「言語学をはじめる前に」

言語学とは 

事前学習 言語学とは何か、考えておく。 

事後学習 教科書 pp.16～47に目を通しておく。 

第２回 第 2章「言語学の考え方」目的、体系 
事前学習 教科書 pp.50～63を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第３回 第 2章「言語学の考え方」二重分節性と恣意性 
事前学習 教科書 pp.63～86を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第４回 
第 3章「言語学の聴き方」音声学（母音と子音、音節と

モーラ） 

事前学習 教科書 pp.88～113を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 

第５回 第 3章「言語学の聴き方」音声学（アクセント） 
事前学習 教科書 pp.113～118を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 

第６回 第 3章「言語学の聴き方」音韻論 
事前学習 教科書 pp.118～124を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 

第７回 第 4章「言語学の捉え方」形態論 
事前学習 教科書 pp.126～150を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 

第８回 第 4章「言語学の捉え方」統語論 
事前学習 

統語論についての予習ワークシート問題を

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９回 第 4章「言語学の捉え方」意味論 
事前学習 教科書 pp.151～165を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 

第１０回 第 4章「言語学の捉え方」語用論 
事前学習 

語用論についての予習ワークシート問題を

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１１回 第 5章「言語学の分け方」比較言語学 
事前学習 教科書 pp.168～187を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 

第１２回 第 5章「言語学の分け方」語族、言語の変化 
事前学習 教科書 pp.187～207を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 

第１３回 第 5章「言語学の分け方」方言 
事前学習 教科書 pp.207～220を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 

第１４回 第 6章「言語学の使い方」言葉の評価 
事前学習 教科書 pp.222～241を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 



 

 

第１５回 これまでの内容の振り返り、期末試験の準備 

事前学習 
教科書、学習内容を復習し、疑問点を明らか

にしておく。 

事後学習 
教科書、ワークシートを復習し、期末試験の

準備をする。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 権利擁護と成年後見 （2 単位） 

３．科目番号 

SNMP3301 

SBMP3301 

SSMP3101 

PSMP3401 
２．授業担当教員 上野 義光 

４．授業形態 講義・討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

１ 権利擁護の基本的な考え方・成年後見制度の概要・成年後見人の活動の実際について、実務の動向も含

めて学ぶとともに、成年後見制度と関わりのある諸制度や専門職の役割について学ぶ。 
２ 権利擁護・成年後見制度の理解の前提となる憲法と民法の基本的な考え方を学ぶ。 

８．学習目標 

１ 権利擁護相談援助と日本国憲法、民法、行政法とのかかわりを理解、習得し、説明できる。 

２ 成年後見制度の概要及び成年後見人等の役割、実務について理解、習得し、説明できる。 
３ 日常生活自立支援事業の概要と成年後見制度との連携について理解し、説明できる。 
４ 成年後見活動の実際及び権利擁護活動の実際について考察し、理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート設題：「成年後見制度と日常生活自立支援事業についておよびその両制度の違いについて」 

3000字程度にまとめて、12月中旬までに提出。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編 
『新・社会福祉士養成講座 第19巻 権利擁護と成年後見制度』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業を通じて、権利擁護の基本的な考え方、成年後見制度の概要、成年後見人の活動等を理解し、説明

できるようになっているか。 

２．レポート課題を通じて、授業で学んだ知識を活用して、説明できるようになっているか。 

３．期末試験を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の４０％ 

２．レポート              総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 日常生活に何らかの援助を必要とする人々に接することが多い専門職として、鋭い人権感覚を身に付けて

おくことは大切です。年々、成年後見制度や日常生活自立支援事業の需要が増加しており、援助の専門職と

して法制度と実際の知識が必要です。法律は難解な用語が多いので分りやすく説明します。 

授業中の私語、携帯電話の使用は禁止します。学生としてのマナーを守ってください。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、相談援助活動にお

いて想定される法律問題 

事前学習 教科書第 1章第 1節（pp.2~6）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
相談援助活動における法律問題について、その内容をまとめ

る。 

第２回 

日本国憲法（近代憲法の基本原理、憲法

上の権利と基本的人権、自由権と社会

権）の理解 

事前学習 
教科書第 1 章第 2 節（pp.7~16）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
特に基本的人権、社会権に関する理解を深め、その内容をまと

める。 

第３回 
日本国憲法（外国人と法人の人権、統治

機構、地方自治、財政の原理等）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 2節（pp.16~27）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 統治機構、地方自治、財政について、その内容をまとめる。 

第４回 

行政法（行政法とは何か、行政行為、行

政事件訴訟、行政不服申立制度、国家賠

償法等）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 3節（pp.28~47）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
行政行為、行政事件訴訟、行政不服申立制度、国家賠償法につ

いて、その内容をまとめる。 

第５回 
民法（総則・自己決定と代理、物権と債

権、契約と消費者保護）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 4節（pp.48~62）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
民法総則、物権と債権、契約と消費者保護についての理解を深

め、その内容をまとめる。 

第６回 
民法（不法行為と損害賠償、親族法、相

続法）の理解 

事前学習 教科書第 1章（pp.62~78）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
不法行為と損害賠償、親族法、相続法について、その内容をま

とめる。 

第７回 
成年後見制度（成年後見・保佐・補助の

概要、申立の流れ）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.82~106）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 成年後見制度について理解し、その内容をまとめる。 

第８回 

成年後見制度（任意後見制度、成年後見

人等の義務と責任、成年後見制度の動

向）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.107~127）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
任意後見制度、成年後見人等の義務と責任について理解し、そ

の内容をまとめる。 

第９回 

日常生活自立支援事業（日常生活自立支

援事業の概要、日常生活自立支援事業と

成年後見制度との連携）について 

事前学習 教科書第 3章（pp.130~138）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
日常生活自立支援事業について理解を深め、その内容をまとめ

る。 



 

 

第１０回 

成年後見制度利用支援事業（成年後見制

度利用支援事業の概要、その他の財政支

援の活用）について 

事前学習 教科書第 4章（pp.140~145）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 成年後見制度利用支援事業について、その内容をまとめる。 

第１１回 
権利擁護にかかわる組織・団体（家庭裁

判所・法務局・市町村の役割）について 

事前学習 教科書第 5章（pp.148~161）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
特に家庭裁判所,法務局の役割について理解を深め、その内容

をまとめる。 

第１２回 
権利擁護にかかわる組織・団体（社会福

祉協議会・児童相談所の役割）について 

事前学習 教科書第 5章（pp.162~171）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
社会福祉協議会と児童相談所の役割について、その内容をまと

める。 

第１３回 

権利擁護にかかわる専門職（弁護士・司

法書士・公証人・医師の役割等）につい

て 

事前学習 教科書第 6章（pp.174~196）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 弁護士・司法書士等の役割について、その内容をまとめる。 

第１４回 成年後見活動の実際（事例検討） 
事前学習 教科書第 7章（pp.198～214）を吟味し、その要点をまとめる。 

事後学習 グループで検討したことを、もう一度振り返ってみる。 

第１５回 権利擁護活動の実際（事例検討） 
事前学習 教科書第 8章（pp.216~243）を吟味し、その要点をまとめる。 

事後学習 グループで検討したことを、もう一度振り返ってみる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 権利擁護と成年後見 （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3101 

SCMP3101 
２．授業担当教員 梶原 洋生 

４．授業形態 講義・討議 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 権利擁護の基本的な考え方・成年後見制度の概要・成年後見人の活動の実際について、実務の動向も含
めて学ぶとともに、成年後見制度と関わりのある諸制度や専門職の役割について学ぶ。 

２ 権利擁護・成年後見制度の理解の前提となる憲法と民法の基本的な考え方を学ぶ。 

８．学習目標 

１ 権利擁護相談援助と日本国憲法、民法、行政法とのかかわりを理解、習得し、説明できる。 
２ 成年後見制度の概要及び成年後見人等の役割、実務について理解、習得し、説明できる。 
３ 日常生活自立支援事業の概要と成年後見制度との連携について理解し、説明できる。 

４ 成年後見活動の実際及び権利擁護活動の実際について考察し、理解する。 
９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

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(レポート用紙4枚程度)の提出を義務付ける。テーマ：「成年後見制度と日常生活自立支援
事業の連携について」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 
『新・社会福祉士養成講座 第19巻 権利擁護と成年後見制度』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業を通じて、権利擁護の基本的な考え方、成年後見制度の概要、成年後見人の活動等を理解し、説明

できるようになっているか。 

２．レポート課題を通じて、授業で学んだ知識を活用して、説明できるようになっているか。 

３．期末試験を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の４０％ 

２．レポート              総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の３０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

 専門職を目指す人として、鋭い人権感覚を身に付けておくことは大切です。 
近年、成年後見制度や日常生活自立支援事業の需要も増加しています。 

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 はじめに 
事前学習 第 1章について概要を 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 1 章の導入について授業内の説明を整理して 200 字
以内でまとめる。 

第２回 
基礎法学の知見から考える 
―概念整理を用いて― 

事前学習 
第 1 章第 1 節から基礎法学の考え方について 200 字以
内でまとめる。 

事後学習 第 1章第 1節の事例について 200字以内でまとめる。 

第３回 
憲法の世界 
―権利擁護に必要な憲法原理― 

事前学習 第 1章第 2節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第1章第 2節の参考文献について憲法原理を中心に 200
字以内でまとめる。 

第４回 
行政法の世界 
―権利擁護に必要な行政法の原則― 

事前学習 第 1章第 3節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 1 章第 3 節の参考文献について行政法を中心に 200
字以内でまとめる。 

第５回 
民法の世界 
―権利擁護に向けた民法の運用― 

事前学習 第 1章第 3節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 1 章第 3 節の参考文献について民法の運用を中心に
200字以内でまとめる。 

第６回 
成年後見制度①（成年後見・保佐・補助の概要、
申立の流れ）について 

事前学習 第 2章第 1－5節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 2章第 1－5節の参考文献について 3類型の分類を中
心に 200字以内でまとめる。 

第７回 
成年後見制度②（任意後見制度、成年後見人等
の義務と責任、成年後見制度の動向）について 

事前学習 第 2章第 6－７節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 2 章第 6－７節の参考文献について成年後見制度を
中心に 200字以内でまとめる。 

第８回 
日常生活自立支援事業 
（日常生活自立支援事業の概要、日常生活自立
支援事業と成年後見制度との連携）について 

事前学習 第 3章について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 3 章の参考文献について日常生活自立支援事業を中
心に 200字以内でまとめる。 

第９回 
成年後見制度利用支援事業（成年後見制度利用
支援事業の概要、その他の財政支援の活用）に
ついて 

事前学習 第 4章について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 4 章の参考文献について成年後見制度利用支援事業
を中心に 200字以内でまとめる。 

第１０回 
権利擁護にかかわる組織・団体（家庭裁判所・
法務局・市町村の役割）について① 

事前学習 第 5章第 1－3節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 5章第 1－3節の参考文献について関連組織と関連団
体を整理しながら 200字以内でまとめる。 

第１１回 
権利擁護にかかわる組織・団体（社会福祉協議
会・児童相談所の役割）について② 

事前学習 第 5章第 4－5節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 5章第 4－5節の参考文献について事例を中心に 200
字以内でまとめる。 

第１２回 
権利擁護にかかわる専門職（弁護士・司法書士・
公証人・医師等の役割と連携）について 

事前学習 第 6章について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 6 章の参考文献について権利擁護に関わる各種の専
門職の立場を整理しながら 200字以内でまとめる。 

第１３回 成年後見活動の実際 
事前学習 第 7章について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 7 章の参考文献について授業内の事例を整理しなが
ら 200字以内でまとめる。 

第１４回 権利擁護活動の実際 
事前学習 第 8章について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
第 8 章の参考文献について授業内の事例を整理しなが
ら 200字以内でまとめる。 



 

 

第１５回 まとめ 
事前学習 教科書全般について 200字以上でまとめる。 
事後学習 参考資料全般をノートに整理してまとめなおす。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
公的扶助論 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2106 

SCMP2106 

SBMP2106 ２．授業担当教員 佐々木 貴雄 

４．授業形態 講義、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

我が国の社会保障制度の一部であり、生活を支えるうえでの「セーフティネット」ともいわれる公的扶助

に関する制度の基礎知識を体系的に学習する。具体的には、貧困や低所得階層の生活実態とこれを取り巻く
社会情勢、福祉需要とその実際などに着目しながら、公的扶助の考え方やその歴史について学習する。ま
た、我が国の公的扶助として中心的な役割を持つ生活保護制度について、その原理、原則、実施体制、制度

運用の現状と問題点、被保護者の権利及び義務、相談援助活動や自立支援の取り組みを学ぶとともに、低所
得層対策の考え方や具体的な制度について学習する。 

８．学習目標 

１ 現代における貧困・低所得者の問題について理解し、説明することができる。 

２ 社会保障制度における公的扶助の役割について理解し、説明することができる。 

３ 公的扶助制度の歴史について理解し、説明することができる。 

４ 生活保護制度と低所得者支援の制度について理解し、説明することができる。 

５ 生活保護の動向と課題について理解し、説明することができる。 

６ 生活保護制度・低所得者支援における相談援助活動について理解し、説明することができる。 

７ 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の試験問題（低所得者支援と生活保護制度）について、解ける力

を持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポートの課題は以下のものを予定している。 
・現在の生活保護制度が抱えている課題について(１２００字程度) 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 第 16 巻 低所得者に対する支援と生活保護制度（第 5 版）』中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・生活保護制度、低所得者に対する制度の内容や、これらの制度をとりまく問題について理解できたか。 

・国家試験に対応できる知識を、身につけられたかどうか。 

○評定の方法 

授業への参加度 30% 

試験・レポート 70% 

12．受講生への 

メッセージ 

近年、貧困が非常に大きな問題として取り上げられている。公的扶助はそのような貧困問題に対処するた
めの仕組みのひとつである。制度はなかなか複雑であり、難しい分野かもしれないが、クライアントのため
に学ぶという高い問題意識を持って学んでほしい。授業の進行については下に示しているので、予めテキス
トを読んでおく程度の予習は最低限してもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 貧困とは何か 
（テキスト第 2章） 

事前学習 テキスト 2章を読んでおくこと。 

事後学習 貧困の基準について考えること。 

第２回 公的扶助の概念と範囲（第 1章） 

事前学習 テキスト 1章を読んでおくこと。 

事後学習 
公的扶助とは何かについて説明できるよう

にしておくこと。 

第３回 公的扶助の歴史（第 3章） 

事前学習 テキスト 3章を読んでおくこと。 

事後学習 
日本の公的扶助制度がどのように変わって

きたのかを説明できるようにしておくこと。 

第４回 
生活保護制度の目的・原理・原則 
（第 4章第 2節） 

事前学習 テキスト 4章 2節を読んでおくこと。 

事後学習 
生活保護制度の二つの目的について説明で

きるようにしておくこと。 

第５回 
生活保護の種類と内容① 
生活扶助（第 4章第 3節）（第 5章） 

事前学習 テキスト 4章 3節を読んでおくこと。 

事後学習 

生活扶助の第 1類費、第 2類費、加算のそれ

ぞれの機能について説明できるようにして

おくこと。 

第６回 
生活保護の種類と内容② 
その他の扶助（第 4章第 3節） 
保護施設（第 4章第 4節） 

事前学習 テキスト 4章 3・4節を読んでおくこと。 

事後学習 
特に、医療扶助と介護扶助の受給プロセスに

ついて説明できるようにしておくこと。 

第７回 
被保護者の権利と義務・不服申し立て・財源等（第 4章
第 5～8節） 

事前学習 テキスト 4章後半を読んでおくこと。 

事後学習 
被保護者の権利と義務について説明できる

ようにしておくこと。 

第８回 生活保護の動向（第 6章） 

事前学習 テキスト 6章を読んでおくこと。 

事後学習 
近年の生活保護の動向について説明できる

ようにしておくこと。 

第９回 
低所得者支援の制度① 
生活困窮者自立支援制度など 
（第 7章第１節、第 2節、第 5節） 

事前学習 テキスト 7章 1・2・5節を読んでおくこと。 

事後学習 
貸付の手順について説明できるようにして

おくこと。 

第１０回 
低所得者支援の制度② 
ホームレス支援（第 7章第 4節） 

事前学習 テキスト 7章 4節を読んでおくこと。 

事後学習 ビデオを見て考えたことをまとめること。 



 

 

第１１回 生活保護の運営実施体制（第 8章） 

事前学習 テキスト 8章を読んでおくこと。 

事後学習 
福祉事務所の役割について説明できるよう

にしておくこと。 

第１２回 
貧困・低所得者に対する相談援助活動 
（第 9章） 

事前学習 テキスト 9章を読んでおくこと。 

事後学習 
生活保護における相談援助のプロセスにつ

いて説明できるようにしておくこと。 

第１３回 
生活保護における自立支援① 
就労自立（第 10章） 

事前学習 テキスト 10章を読んでおくこと。 

事後学習 ビデオを見て考えたことをまとめること。 

第１４回 
生活保護における自立支援② 
社会生活自立（第 10章） 

事前学習 前週のビデオの内容を振り返っておくこと。 

事後学習 ビデオを見て考えたことをまとめること。 

第１５回 まとめ＋社会生活自立の続き 

事前学習 前週のビデオの内容を振り返っておくこと。 

事後学習 
生活保護における自立支援の意義について

説明できるようにしておくこと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公的扶助論 （2 単位） 

３．科目番号 

SNMP2306 

SSMP2106 

SPMP2106 

PSMP2406 
２．授業担当教員 梶原 洋生 

４．授業形態 講義、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

我が国の社会保障制度の一部であり、生活を支えるうえでの「セーフティネット」ともいわれる公的扶助

に関する制度の基礎知識を体系的に学習する。具体的には、貧困や低所得階層の生活実態とこれを取り巻く
社会情勢、福祉需要とその実際などに着目しながら、公的扶助の考え方やその歴史について学習する。また、
我が国の公的扶助として中心的な役割を持つ生活保護制度について、その原理、原則、実施体制、制度運用

の現状と問題点、被保護者の権利及び義務、相談援助活動や自立支援の取り組みを学ぶとともに、低所得層
対策の考え方や具体的な制度について学習する。 

８．学習目標 

１ 現代における貧困・低所得者の問題について理解し、説明することができる。 

２ 社会保障制度における公的扶助の役割について理解し、説明することができる。 

３ 公的扶助制度の歴史について理解し、説明することができる。 

４ 生活保護制度と低所得者支援の制度について理解し、説明することができる。 

５ 生活保護の動向と課題について理解し、説明することができる。 

６ 生活保護制度・低所得者支援における相談援助活動について理解し、説明することができる。 

７ 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の試験問題（低所得者支援と生活保護制度）について、解ける力

を持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

レポートは「現在の生活保護制度が抱えている課題について」というテーマを予定している。 
(レポート用紙 4枚程度) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 第 16 巻 低所得者に対する支援と生活保護制度（第 5 版）』中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・生活保護制度、低所得者に対する制度の内容や、これらの制度をとりまく問題について理解できたか。 

・国家試験に対応できる知識を、身につけられたかどうか。 

○評定の方法 

授業への参加度 30% 

試験・レポート 70% 

12．受講生への 
メッセージ 

分からないことについては、積極的に調べ、考えて、授業の内容を習得できるよう努めて欲しい。 
公的扶助の大切さが理解できるように、現場意識を大切にしながら前向きに努力してほしい。 

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 
はじめに（イントロダクション） 
―貧困とは何か― 

事前学習 テキスト 2章について 200字以内でまとめる。 
事後学習 参考文献について貧困を整理しながら 200字以内でまとめる。 

第２回 公的扶助の概念 
事前学習 テキスト 1章について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
参考文献について公的扶助の概念に関する諸説を 200 字以内でま
とめる。 

第３回 公的扶助制度の歴史 
事前学習 テキスト 3章について 200字以内でまとめる。 

事後学習 公的扶助制度の時代性について 200字以内でまとめる。 

第４回 生活保護制度の目的と原理、原則 
事前学習 テキスト 4章 1節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 生活保護制度の目的・原理・原則について 200字以内でまとめる。 

第５回 生活保護の種類 
事前学習 テキスト 4章 2節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 生活扶助の第 1類費、第 2類費について 200字以内でまとめる。 

第６回 生活保護の内容と方法 
事前学習 テキスト 4章 2・3節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 各扶助について 500字程度で説明できるようにする。 

第７回 
被保護者の権利と義務・不服申し立
て・財源 

事前学習 テキスト 4章後半について 200字以内でまとめる。 
事後学習 被保護者の権利と義務について 200字以内でまとめる。 

第８回 生活保護の動向 
事前学習 テキスト 6章について 200字以内でまとめる。 
事後学習 生活保護の動向について 200字以内でまとめる。 

第９回 低所得者対策の概要 
事前学習 テキスト 7章 1・4節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
低所得者対策の中で貸付が果たす役割について 200 字以内でまと
める。 

第１０回 ホームレス支援 
事前学習 テキスト 7章 3節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 支援の実際例について 200字以内でまとめる。 

第１１回 生活保護の運営実施体制 
事前学習 テキスト 8章について 200字以内でまとめる。 
事後学習 福祉事務所の役割について 200字以内でまとめる。 

第１２回 生活保護における相談援助活動 
事前学習 テキスト 9章について 200字以内でまとめる。 

事後学習 生活保護に係る相談援助活動について 200字以内でまとめる。 

第１３回 
生活保護における自立支援―概念
の整理― 

事前学習 テキスト 10章について 200字以内でまとめる。 
事後学習 自立支援の実際について 200字以内でまとめる。 

第１４回 
生活保護における自立支援―プロ
グラムの策定― 

事前学習 テキスト全体について 200字以上でまとめる。 
事後学習 自立支援の実際について 200字以上でまとめる。 

第１５回 まとめ 
事前学習 

テキスト全体・配布物について 200字以上でまとめ、定義の説明が
できるようにする。 

事後学習 テキスト全体・配布物を再読してノートにまとめる。 
期末試験 



 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
公認心理師の職責 （2単位） 

３．科目番号 PSMP3356 

２．授業担当教員 若松 直樹 

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 

公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育

その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とす

る者をいいます。 

（1）心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 

（2）心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助 

（3）心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助 

（4）心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 

 このような職務を適切に遂行するために必要な知識と倫理を身につけるために、①公認心理師の役割、②

公認心理師の法的義務及び倫理、③心理に関する支援を要する者等の安全の確保、④情報の適切な取扱い、 

⑤保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務、⑥自己課題発見・解決能力、⑦

生涯学習への準備、⑧他職種連携及び地域連携について学びます。 

８．学習目標 

①公認心理師の役割について理解し、説明できるようになる。 

②公認心理師の法的義務及び倫理について理解する。 

③心理に関する支援を要する者等の安全確保の方法を身につける。 

④情報の適切な取扱い方について理解する。 

⑤保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務を理解し、説明できるようになる。 

⑥公認心理師として求められる資質、技能、倫理について理解し、自己に求められる課題把握ができるよう

になる。 

⑦生涯学習への準備の必要性を理解する。 

⑧他職種連携及び地域連携について理解し、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 

○評価のもとになるレポート課題 

心の支援を担う国家資格である「公認心理師」について，あなたのイメージや期待，また，資格がもつ課題

について意見をまとめなさい． 

○レポートの執筆量や提出期限などはおって示します． 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】野島一彦・繁枡算男監修『公認心理師の職責』遠見書房，2019 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①公認心理師の役割について理解し、説明することができる。 

②公認心理師の法的義務及び倫理について理解している。 

③心理に関する支援を要する者等の安全確保の方法を身につけている。 

④情報の適切な取扱い方について理解している。 

⑤保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務を理解し、説明できる。 

⑥公認心理師として求められる資質、技能、倫理について理解し、自己に求められる課題把握ができる。 

⑦生涯学習への準備の必要性を理解している。 

⑧他職種連携及び地域連携について理解し、説明できる。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度と参加姿

勢 20％、試験 40％、課題レポート 40％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

公認心理師になるためには長い道のりがあり、その途上で自分の公認心理師としての適性を確認する作業が

必要となる。実習に出るまでには、自分の適性を見極めておこう。 

13．オフィスアワー 授業で知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 

なぜ公認心理師を目指すのか？ 

事前学習 公認心理師を目指す場合の動機をまとめておく． 

事後学習 他の受講生の意見を自らの場合と比較検討する． 

第２回 公認心理師の役割 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第３回 公認心理師の法的義務・倫理 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第４回 クライエント／患者らの安全の確保のために 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第５回 情報の適切な取り扱いについて 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第６回 保健医療分野での公認心理師の具体的な業務 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第７回 福祉分野での公認心理師の具体的な業務 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第８回 教育分野での公認心理師の具体的な業務 事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 



 

 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第９回 
司法・犯罪分野での公認心理師の具体的な業

務 

事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第１０回 
産業・労働分野での公認心理師の具体的な業

務 

事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第１１回 支援者としての自己課題発見・解決能力 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第１２回 生涯学習への準備 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第１３回 多職種連携・地域連携 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第１４回 公認心理師の今後の展開 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第１５回 公認心理師とは何か（全体のまとめ） 
事前学習 

公認心理師に求められる要件のために何を学修(経験･体

験)する必要があるかまとめておく． 

事後学習 公認心理師に必要な要件を日常生活で実践する． 

 



 

 

１．科目名（単位数） 高齢者介護論Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 SNMP1110 

２．授業担当教員 岡田 稔、 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

高齢者の生活に視点を当て、「尊厳の保持」「自立支援」という新しい介護の考え方を理解する。また、

生活を支援する上で必要な制度、サービスの現状を理解し、他職種との連携を図りながら高齢者の生活を支

えていくことの必要性を理解することを目的とする。 

高齢者の生活に視点をあて、事例を通して「人間と社会」「こころとからだのしくみ」で学習したことを具

体的に反復しながら、生活支援技術を行う上で必要な考え方や支援の視点について習得できるよう授業を展

開する。 

８．学習目標 

以下について理解し、援助が行えるようになる。 

1． 高齢者像を理解し、説明できる。 

2． 高齢者の生活の実際を理解し、説明できる。 

3． 介護福祉士の役割と支援の視点及び方法を理解し、説明できる。 

4． 高齢者や介護を必要とする高齢者を支える社会的背景を理解し、説明できる。 

5． 高齢者や介護を必要とする高齢者を支える仕組みや現状を理解し、説明できる。 

6． 高齢者に対する尊厳、自立の考え方を理解、説明できる。 

7． 高齢者の終末期について理解し、説明できる。 

8． 高齢者に対する権利擁護について理解し、説明できる。 

9． 高齢者介護における介護福祉士の実践の内容とその際の重要な視点を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① 授業内でまとめられなかったレポートやディスカッションのまとめは、次回の授業で提出すること。 

② 自分が目指す介護福祉士像と、それに向けて今後何をしていくかについてレポート（指定用紙）にまと

める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

介護概論で使用した『介護の基本Ⅰ』・『介護の基本Ⅱ』を使用するため、新たに購入する必要はありません。 

その他適宜、資料を配布する。 

【参考書】 

授業の中で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．高齢者像や高齢者の生活の実際を理解することができる。 

2．高齢者や介護を必要とする高齢者を支える社会的背景を理解し説明できる。 

3．高齢者に対する尊厳、自立の考え方を理解し説明できる。 

4．高齢者の終末期について理解し説明できる。 

5．高齢者に対する権利擁護について理解し説明できる。 

6.上記のことについて、適切な内容でレポートを作成する。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度、を総合的に評価する] 

1.レポート 70％ 

2.授業態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「人間と社会」「こころとからだのしくみ」との関連をふまえて、学習していくようにしてください。 

「介護概論」や「生活支援技術・基本Ⅰ」の学習を参考に、高齢者についての理解を深めてください。 

13．オフィスアワー 第 1回目の授業で説明します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

講義の概要説明戸進め方について 

テーマ「高齢者」 

高齢者の加齢による変化を「こころとからだのしくみ」

から理解を深めていく。ICFの概念にそって、健康状態、

心身機能・身体構造、活動、参加においてどのような変

化があるかについてグループ討議を行い、表に整理して

発表してもらう。 

事前学習 

シラバスをよく読み、本科目の内容を理解す

る。高齢者に関わる全体像を幅広い視点でと

らえて考える。 

事後学習 

グループ討議で作成した表に、他のグループ

の発表から参考となるものを追記し、理解し

ておく。 

第２回 

テーマ「高齢者の生活」 

高齢者の理解から、高齢者の個別性や様々な生活様式、

習慣、価値観の多様性を理解し、その人らしさを尊重し

て、支援していくことの重要性を具体的に理解できるよ

うに進めていく。 

事前学習 
前回作成された内容について、具体的に高齢

者の暮らしについて調べておく。 

事後学習 
高齢者のその人らしい暮らし方について説

明できるよう整理する。 

第３回 

テーマ「高齢者の健康」 

WHOの概念から健康とは何かを理解する。また、高齢者

の健康と健康ではない状態において、どのような状態が

起こるか、介護福祉士が支援していく人はどのような健

康状態にある人であるかについて理解できるように進

めていく。 

事前学習 WHOの健康の概念を確認しておく。 

事後学習 
心身の健康、社会的な健康ついて説明できる

よう整理する。 



 

 

第４回 

テーマ「高齢者の活動性の向上」 

ICFの概念より、生活の不活発から生じる機能低下から、

高齢者の活動性の向上の必要性について、ICFの概念図

を用いて、生活の不活発な悪循環と生活の活発な良循環

について理解できるように進めていく。 

事前学習 
サクセスフルエイジングについて調べてお

く。 

事後学習 
高齢者の活動性の向上を目指した具体的な

プログラムを考え、レポートを作成する。 

第５回 

テーマ「高齢者に起こりやすい疾病」 

「こころとからだのしくみ」から、高齢者に起こりやす

い主な疾病について示し、介護福祉士が行う対応につい

て、また、医療との連携の必要性について概略的に理解

できるように進めていく。 

事前学習 
高齢者に多い疾患について、統計をもとに調

べておく。 

事後学習 
高齢者が健康な状態で生活するために、保

健・医療との連携について整理する。 

第６回 

テーマ「高齢者介護の社会的背景」 

少子高齢社会の現状と将来の状況についてデーターを

用いて説明し、そのことを踏まえて高齢者介護の置かれ

ている問題を理解し、介護福祉士の役割や専門職として

求められている介護福祉士像についての理解ができる

ように進めていく。 

事前学習 

現在の社会における高齢者の介護問題につ

いて調べる。第 6回授業時に、調べた新聞等

の記事を持参する。 

事後学習 求められる介護福祉士像について整理する。 

第７回 

テーマ「高齢者への対応」 

加齢により重複するさまざまな障害とその対応につい

て、事例を通して考えながら、介護福祉士として求めら

れる対応について理解が深められるように進めていく。 

事前学習 
事前に配布された事例を読み、課題について

考える。 

事後学習 
事前学習の内容について授業を受けて介護

福祉士の役割を整理する。 

第８回 

テーマ「高齢者の尊厳の保持」 

高齢者の支援において重要な視点「尊厳」について理解

を深めていくとともに、事例を通して「高齢者の尊厳の

保持」について考え、介護福祉士として実践していく上

で、どのような視点で望んでいかなければならないかを

理解できるようにすすめていく。 

事前学習 尊厳について考える。 

事後学習 
人権について考えるとともに、「自分らしさ」

について考える。 

第９回 

テーマ「高齢者の自立」 

高齢者の支援における重要な視点である「自立」につい

て理解を深めていくとともに、事例を通して「高齢者の

自立支援」について考え、介護福祉士として実践してい

く上で、どのような視点で望んでいかなければならない

かを理解できるようにすすめていく。 

事前学習 自立とは何かについて考える。 

事後学習 

自立と依存の関係について整理し、自立支援

に向けた介護の在り方について整理する。 

授業の中で提示する課題についてレポート

を作成し、次回授業時までに提出する。 

第１０回 

テーマ「高齢者の終末期」 

「こころとからだのしくみ」の学習と関連づけ、「死」

「終末期」とは何かについて理解を深め、介護福祉士の

「介護福祉士の役割」の理解と考え方について理解がで

きるように進めていく。 

事前学習 人間の死について考える。 

事後学習 
死と向き合うための心構え、介護福祉士とし

ての役割について整理する。 

第１１回 

テーマ「高齢者の権利擁護」 

現代社会の高齢者が置かれている状況の中で、高齢者の

権利擁護、プライバシーの保護、説明と同意、個人情報

保護についての重要性を理解すると共、具体的にどのよ

うな対応が必要であるかについて、事例を通して理解で

きるように進めていく。 

事前学習 
第 8回の授業内容を振り返り、人権について

整理しておく。 

事後学習 
介護福祉士の倫理綱領、行動規範について確

認する。 

第１２回 

テーマ「高齢者を支える基盤」 

社会保障とは何かの振り返りを行いながら、高齢者の生

活を支える社会保障(年金制度、後期高齢者医療制度、

市町村施策など)について理解できるように進めてい

く。 

事前学習 わが国の社会保障制度について調べておく。 

事後学習 
専門職として必要な社会保障制度等の知識

について、授業を通じて整理する。 

第１３回 

テーマ「高齢者を支えるサービス」 

介護保険制度における在宅福祉、施設福祉サービスを理

解するとともに、その他の高齢者の生活を支えるサービ

スについて理解を深めていく。また、介護福祉士として

どのようなサービスに携わっていくことができるのか

についても理解ができるように進めていく。 

事前学習 高齢者に関わる社会資源を考える。 

事後学習 
インフォーマル、フォーマルな社会資源につ

いて整理する。 

第１４回 

テーマ「高齢者を支える民間活動」 

社会資源のインフォーマルな支援として、ボランティ

ア、非営利民間活動、高齢者向けサービスの現状を理解

し、介護福祉士としてインフォーマルな社会資源の理解

と活用ができるように具体的な活動を示しながら、進め

ていく。 

事前学習 認知症カフェについて調べる。 

事後学習 
インフォーマル、フォーマルな社会資源の活

用を検討する。 

第１５回 

テーマ「高齢者を支える介護福祉士の役割」 

１回～１４回までの授業を通して、介護福祉士の役割を

整理するとともに、自分が目指す介護福祉士像と、それ

に向けて今後何をしていくかについてレポートをまと

める。 

事前学習 1～14回までの授業を振り返る。 

事後学習 
高齢者を支える介護福祉士として、自分の目

指す姿を整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国語（書写を含む）（幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP2381 

２．授業担当教員 手計 茂 

４．授業形態 講義 演習 討議 発表  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 

 国語（日本語）能力の養成・強化を主とする。発音・アクセント・方言等の日本語の特質や語法・表現技

法に至るまで、日本語の基礎的知識を習得するとともに、語彙力や文章表現力の養成に努める。また幼児の

発達段階を踏まえ、実際の絵本等児童文化教材の分析から、国語（日本語）の使用方法を実感的に理解する。

どのような指導を行えば言語能力を向上させていくことができるのか、具体的な教材を用いることで言語能

力を高める。 

８．学習目標 

１，国語科教育の歴史や意義を踏まえ、国語（日本語）能力を高める。 

２，言葉の機能や教科としての国語の特質を理解し、説明できるようになる。 

３，話すこと、聞くこと、書くこと、読むことの能力を養い、伝え合う力を高めるとともに、指導者として

ふさわしい言語能力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（１）アサインメント 適宜指示する。 
  書写用の筆、下敷き、墨汁、半紙を用意しておく。（小・中・高等学校で用いた筆でもよい。講義４回

目以降で使用。使用前には連絡する） 
（２）レポート課題   

各授業における「振り返りカード」や、その他の課題を毎回提出する。 
課題は期日を守って提出する。遅れは減点対象。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】① 『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版社。 
② 文部科学省『幼稚園教育要領』 

【その他の教材】 授業において適宜配付する。保存や整理を確実にしておくこと 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 国語（日本語）能力を高め、言葉の機能や教科としての国語の特質を理解したか。 

２ 話すこと、聞くこと、書くこと、読むことの能力を養い、伝え合う力を高めるとともに、指導者として

ふさわしい言語能力を身につけることができたか。 

○評定の方法 

  授業態度  ５０％ 

  提出物等  ３０％ 

  期末試験  ２０％ 

上記のほか、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

「教育は人なり」。保育者・教育者の言動、特に発する言語は、幼児や児童にとってお手本そのものです。
言語技術の低い保育者と出会った子どもたちは、恵まれない環境に置かれたと言わざるをえません。まず保
育者・教育者自身がわかりやすく論理的な話し方ができるようになり、その上で児童や幼児の書く力や読む
力、話す力、聞く力、そして情緒力を育てていくのです。 
テキストを読むときは音読をし、演習や話し合いをたくさん行います。座席は指定です。目の前にいる子ど
もたちにとって、かけがえのない保育者になるという自覚をもって、積極的に授業に臨んでください。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
保育・教育の現場で求められる言語 

事前学習 
自分が受けてきた国語の授業について、経験
をまとめておく。 

事後学習 
幼稚園教育要領と国語科教育の関連につい
てまとめておく。 

第２回 言葉を磨き、学ぶということ 
事前学習 

読む・書く・話すがどのようにして整理され
たか想起しまとめておく。 

事後学習 折々の言葉について、考える時間をつくる。 

第３回 
学習指導要領以前の国語科教育 
「国語科の歴史」 

事前学習 
自分が受けてきた国語科の授業を整理して
おく。 

事後学習 
現行の学習指導要領のポイントをまとめ、暗
記する。 

第４回 書写の役割と目的①「硬筆」実技 
事前学習 

小・中学校時代の書写の授業における自らの
経験を想起し、まとめておく。鉛筆の準備。 

事後学習 姿勢と鉛筆の持ち方・運び方を練習する。 

第５回 書写の役割と目的②「毛筆」実技 
事前学習 

毛筆で何が苦手かを明確にしておく。用具の
準備。 

事後学習 姿勢と毛筆の持ち方・運び方を練習する。 

第６回 
表現力① 絵本読み聞かせとスピーチ 
解説と準備 

事前学習 スピーチの話題について探しておく。 

事後学習 紹介する絵本の選択とスピーチ原稿の推敲。 

第７回 
表現力① 絵本読み聞かせとスピーチ 
発表会 感想と評価 

事前学習 
時間内に効率的に発表できるよう練習して
おく 

事後学習 多くの絵本を読む。 

第８回 伝統的な言語文化 ことわざ・慣用句 
事前学習 

日本に古来から伝わることわざ・慣用句につ
いて想起しておく。 

事後学習 
文化庁の資料をもとに、正しい使い方ができ
るようにする。 

第９回 伝統的な言語文化 文法 
事前学習 

小・中学校時代の文法の授業における自らの
経験を想起し、まとめておく 

事後学習 文法の重要性についてまとめておく 



 

 

第１０回 伝統的な言語文化 発音・アクセント・方言 
事前学習 日頃どんな言葉を使っているか調べる 

事後学習 日常に使われている例を調べる。 

第１１回 論理的な表現 具体と抽象 
事前学習 最近の若者言葉について想起する 

事後学習 若者言葉について考察のまとめをする 

第１２回 文学的な文章の読解と演習①  
事前学習 印象に残っている作品を想起する。 

事後学習 感想の視点を多く持つ。 

第１３回 文学的な文章の読解と演習②  
事前学習 題名から、内容を想起する。 

事後学習 感想の視点を多く持つ。 

第１４回 絵本の発表会 劇  演習 
事前学習 発表の準備をしておく 

事後学習 多くの絵本を読む 

第１５回 演習 言葉と私 言語感覚を磨く 
事前学習 言葉の持つ力について、まとめておく。 

事後学習 「学ぶということ」の考察をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国語科指導法（書写を含む） （2単位） 

３．科目番号 

SJMP2391 

SJMP2291 

EDEL2311 ２．授業担当教員 新井 美也子 

４．授業形態 講義 演習 グループ討議 発表 実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

国語科は全教科の基礎基本であり、中心的教科である。そのため、人間形成や社会力及び創造力の基礎

となる国語科の指導者として必須の知識への理解と実践力の基礎を育てるのがねらいである。そこで本講
義では、学習指導要領に示された「Ａ話すこと・聞くこと」領域、「Ｂ書くこと」領域、「Ｃ読むこと」
領域に基づき、各学年に応じた目標、内容及び指導法についての理解と実践力を育てるようにする。 

特に、指導法に関しては単なる理解ではなく、発表や討論、模擬授業等を通して指導技術の習得を図る。
また、教材や学習活動の開発創造を大切にする意欲的態度を育てる。 

８．学習目標 

1.小学校学習指導要領国語について概観し、目標や内容について説明できるようになる。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよ
うになる。 

3.小学校の具体的な国語教材を基に、教材研究、指導案作成、模擬授業などを行い、小学校国語科の学習

指導の実際を体験的に身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１、アサイメント 適宜指示する。（筆ペンを用意しておく。） 

２、レポート課題 

（１）「Ｂ書くこと」に関する学習指導案 

（２）「Ｃ読むこと」に関する学習指導案 

３、その他の課題  

（１）書写の作品 

 課題は締め切りを守って提出する。遅れは減点の対象。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 文部科学省『小学校学習指導要領解説国語編』東洋館出版 

【参考書】 三省堂編集所編『あたらしい国語表記ハンドブック 第 6版』三省堂 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.小学校国語科の目標や内容について説明できるようになったか。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよ

うになったか。  

3.小学校国語科の学習指導を行う上で必要な教材研究、指導案作成、授業実践等の知識・技能を体験的に
身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業態度  ５０％ 

模擬授業等 ３０％ 

期末試験  ２０％ 

上記のほか、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

児童に言語の力を育成するためには、言語環境の整備が重要です。教師は最大の言語環境ですから、教

師や保育士を目指す皆さん自身が言語能力に磨きをかけねばなりません。そのための授業です。目の前に

いるに児童に信頼され尊敬される指導者になるという自覚をもって、授業に臨んでください。授業は指導

者・学習者に役割分担し、模擬授業形式で言語活動を展開する中で、読む力、聞く・話す力、書く力を向

上させます。また、グループワークを通して、社会が新規採用者に最も要求している豊かな人間関係を醸

成できるコミュニケーション能力も身に付けていきます。国語好きな児童を育成できる力を付けていきま

しょう。 

13．オフィスアワー 別途指示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

・小学校国語科の目指すもの 

・小学校国語科の内容と骨組み 

・初等教育指導者に望まれること 

事前学習 国語科教育の課題についてまとめておく。 

事後学習 シラバスを読み、授業の概要をつかみ見通しを持つ。 

第２回 
「Ｂ書くこと」の理論と授業の実際 

・学習指導要領「Ｂ書くこと」の分析 

事前学習 
改訂小学校学習指導要領「Ｂ書くこと」についてのプリン

トを概観しておく。 

事後学習 「書くこと」の授業の在り方についてまとめる。 

第３回 

「Ｂ書くこと」の理論と授業の実際 

・「Ｂ書くこと」第２学年国語科学習指導案

の書き方 

事前学習 学習指導案作成に関する教材研究を十分にしておく。 

事後学習 
国語科学習指導案の書き方、学習内容、学習活動、留意事

項等まとめる。 

第４回 

「Ｂ書くこと」の理論と授業の実際 

・「Ｂ書くこと」第２学年国語科学習指導案

作成 

事前学習 
学習指導案作成に関する教材研究を十分にし、学習指導案

を事前作成しておく。 

事後学習 
授業内容を活かし教科書Ｐ．８０～８５「こんなもの、見

つけたよ」の学習指導案を改善する。 

第５回 

「Ｂ書くこと」の理論と授業の実際 

・「Ｂ書くこと」第２学年国語科学習指導案

作成・授業準備 

事前学習 
学習指導案作成に関する教材研究を十分にし、学習指導案

を充実したものにしておく。 

事後学習 
教科書Ｐ．８０～８５「こんなもの、見つけたよ」の学習

指導案を完成する。 



 

 

第６回 

「Ｂ書くこと」の理論と授業の実際 

・「Ｂ書くこと」第２学年国語科学習指導案

をもとにした模擬授業 

事前学習 
模擬授業が展開できるように発問・指示・板書等の準備を

十分にしておく。 

事後学習 自分や友人の模擬授業を振り返り、改善点などを整理する。 

第７回 
「Ｃ読むこと」の理論と授業の実際 

・学習指導要領「Ｃ読むこと」の分析 

事前学習 
改訂小学校学習指導要領「Ｃ読むこと」についてのプリン

トを概観しておく。 

事後学習 「読むこと」の授業の在り方についてまとめる。 

第８回 

「Ｃ読むこと」の理論と授業の実際 

・「Ｃ読むこと」第２学年国語科学習指導案

の書き方 

事前学習 学習指導案作成に関する教材研究を十分にしておく。 

事後学習 
国語科学習指導案の書き方、学習内容、学習活動、留意事

項等まとめる。 

第９回 

「Ｃ読むこと」の理論と授業の実際 

・「Ｃ読むこと」第２学年国語科学習指導案

作成 

・高学年説明的な文章を読む指導の実際 

事前学習 
学習指導案作成に関する教材研究を十分にし、学習指導案

を事前作成しておく。 

事後学習 
教科書 P.１００～１１５「わにのおじいさんのたからも

の」の学習指導案を改善する。 

第１０回 

「Ｃ読むこと」の理論と授業の実際 

・「Ｃ読むこと」第２学年国語科学習指導案

作成・授業準備 

事前学習 
学習指導案作成に関する教材研究を十分にし、学習指導案

を充実したものにしておく。 

事後学習 
教科書 P.１００～１１５「わにのおじいさんのたからも

の」の学習指導案を完成する。 

第１１回 

「Ｃ読むこと」の理論と授業の実際 

・「Ｃ読むこと」第２学年国語科学習指導案

をもとにした模擬授業 

事前学習 
模擬授業が展開できるように発問・指示・板書等の準備を

十分にしておく。 

事後学習 自分や友人の模擬授業を振り返り、改善点などを整理する。 

第１２回 

「Ｃ読むこと」の理論と授業の実際 

・「Ｃ読むこと」第２学年国語科学習指導案

をもとにした模擬授業 

事前学習 
模擬授業が展開できるように発問・指示・板書等の準備を

十分にしておく 

事後学習 自分や友人の模擬授業を振り返り、改善点などを整理する 

第１３回 

6学年を通した系統的な指導の実際 

・話すこと・聞くことと伝統的な言語事項の

指導 

事前学習 
小学校学習指導要領「Ａ話すこと・聞くこと」について概

観しておく。 

事後学習 二つの国語科学習指導案を修正し提出の準備をする。 

第１４回 書写に関する授業の理論と実際 
事前学習 

小学校学習指導要領「書写に関する事項」について概観し

ておく。 

事後学習 二つの国語科学習指導案を修正し提出する。 

第１５回 学習指導要領改定が目指す国語教育・総括 
事前学習 単元ノートとして「今日の学習」を整理しておく。 

事後学習 自己評価し、自らの言語技術の向上に取り組む。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国語科指導法（書写を含む） （2単位） 

３．科目番号 EDEL2311 

２．授業担当教員 西田 太郎 

４．授業形態 講義 演習 グループ討議 発表 実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

国語科は全教科の基礎基本であり、中心的教科である。そのため、人間形成や社会力及び創造力の基礎と

なる国語科の指導者として必須の知識への理解と実践力の基礎を育てるのがねらいである。そこで本講義で
は、学習指導要領に示された「Ａ話すこと・聞くこと」領域、「Ｂ書くこと」領域、「Ｃ読むこと」領域に
基づき、各学年に応じた目標、内容及び指導法についての理解と実践力を育てるようにする。 

特に、指導法に関しては単なる理解ではなく、発表や討論、模擬授業等を通して指導技術の習得を図る。
また、教材や学習活動の開発創造を大切にする意欲的態度を育てる。 

８．学習目標 

1.小学校学習指導要領国語について概観し、目標や内容について説明できるようになる。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよう
になる。 

3.小学校の具体的な国語教材を基に、教材研究、指導案作成、模擬授業などを行い、小学校国語科の学習指

導の実際を体験的に身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポート課題 

 「小学校の国語科の教師は、子どもたちに①何を、②どのように指導すればよいのか」について、授業で

の学習内容を踏まえ、1200字程度でまとめる。このレポートの内容を踏まえた期末試験を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説国語編』東洋館出版 

【参考書】 

文部科学省『【小学校版】言語活動の充実に関する指導事例集』教育出版 

小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.小学校国語科の目標や内容について説明できるようになったか。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよう
になったか。  

3.小学校国語科の学習指導を行う上で必要な教材研究、指導案作成、授業実践等の知識・技能を体験的に身

に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業態度  ５０％ 

模擬授業等 ３０％ 

期末試験  ２０％ 

上記のほか、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

国語科の授業では、他の教科と比較して子どもに指導する内容が曖昧になりがちです。この科目では、子
どもたちに国語の力をつける授業とはどのようなものかを考え、どう指導すればよいのかを探ります。 

講義内では、学生同士の討議により理解を深め、模擬授業等により実践力を身に付けていきます。毎回の事

前学習を踏まえた積極的な授業参加により、力のある国語科教師を目指しましょう。 

13．オフィスアワー 授業内(初回授業)で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
国語科の目標（教科、学年）及び内容の構成につ
いて理解する。 

事前学習 
自分が受けた国語科教育について振り返り、まとめ
る。 

事後学習 
教科書を熟読し、国語科の目標及び内容について理
解を深める。 

第２回 学習指導案の作成の仕方を理解する。 
事前学習 

配付された学習指導案例を読み、どのような内容が
書かれているのかを考える。 

事後学習 
学習指導案を作成する手順や書くべき内容につい
て整理し、理解する。 

第３回 
「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、言語
活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指
導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第４回 

「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
指定された教材を基に、一時間の学習目標と評価
を構想し、学習指導案を作成する。また、教材の
工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展開を構
想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第５回 
「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
第４回で作成した学習指導案を基に模擬授業を実
践し、検討(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第６回 
「Ｂ書くこと」領域の指導について、具体的な教
材を基に、学年目標、指導事項、言語活動等の関
連を考え、単元の指導計画を構想する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｂ書くこと」領域の指導事項や言
語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第７回 

「Ｂ書くこと」領域の指導について、指定された
教材を基に、一時間の学習目標と評価を構想し、
学習指導案を作成する。また、教材の工夫、情報
機器の活用等を踏まえた授業展開を構想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 



 

 

第８回 
「Ｂ書くこと」領域の指導について、第７回で作
成した学習指導案を基に模擬授業を実践し、検討
(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第９回 

「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、
言語活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想
する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）
の指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第１０回 

「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、指定された教材を基に、一時間の学習目標
と評価を構想し、学習指導案を作成する。また、
教材の工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展
開を構想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第１１回 
「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、第 10 回で作成した学習指導案を基に模擬
授業を実践し、検討(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第１２回 

「Ｃ読むこと」領域（文学的な文章）の指導につ
いて、具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、
言語活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想
する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｃ読むこと」領域（文学的な文章）
の指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第１３回 

Ｃ読むこと領域（文学的な文章）の指導について、
指定された教材を基に、一時間の学習目標と評価
を構想し、学習指導案を作成する。また、教材の
工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展開を構
想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第１４回 
Ｃ読むこと領域（文学的な文章）の指導について、
第 13 回で作成した学習指導案を基に模擬授業を
実践し、検討(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第１５回 

領域ごとに［知識及び技能］の内容と関連させた
指導の在り方について振り返り具体的な教材を基
に確認する。また、書写指導について、基本点画
を中心に指導の実際を学習し、実践意欲を高める。 

事前学習 教科書を読み、［知識及び技能］の内容を確認する。 

事後学習 

具体的な教材を基に、［知識及び技能］の内容と関
連させた指導の方法を整理し、理解する。また、硬
筆、毛筆による書写を実践し、児童にとっての難し
さを理解した上で、指導の在り方を構想する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会と日本 （2単位） 

３．科目番号 

GELA1334 

GELA1354 

GELA1134 ２．授業担当教員 小野 智一 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、グループプレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

本科目履修にあたっては事前に以下に挙げる科目の事前・事後履修を推奨します。履修可能な範囲で意欲的

に取り組んで下さい。 

事前・事後履修を推奨する科目：「政治学」「経済学」「国際関係論」「世界史」「日本史」 

７．講義概要 

「グローバル化」という言葉を頻繁に耳にするようになりましたが、それは一体何を意味するのでしょう
か。 この授業では、国際社会の状況に関する事例を使用教材（教科書、随筆記事、映像等）を適宜用いて紹

介し、それを基にグループ討議を行い、「グローバル化」が世界の人々に及ぼしている影響を多角的に学び、
理解を深めます。また、学期を通 して、世界各地で起こっている出来事と日本との関わりについても考察を
深めていきます。 

８．学習目標 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

授業の内容に関する1000～1200字程度のレポートを学期中に課す。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

眞順平著『岩波ジュニア新書 世界の国 1位と最下位』岩波書店、2010年。 

【参考書】 

1) 原康著『岩波ジュニア新書 国際関係がわかる本』岩波書店、1999年。  

高橋和志ほか『岩波ジュニア新書 国際協力ってなんだろう』岩波書店、2010年。  

2)  田中明彦・中西寛編『新・国際政治経済の基礎知識』。有斐閣ブックス、2004年。  

 国際政治、国際経済の分野の専門用語、トピック 163項目を解説しています。「集団安全保障」「開発主義」

といった本科目でも取り扱う概念について更に理解を深めたいときに有益です。 

3) 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、2007年。 

「新・社会福祉要説」東京福祉大学編 ミネルヴァ書房、2005年。 

「保育児童福祉要説」東京福祉大学編 中央法規、2013年。 

4) 羽場久美子・増田正人編『21世紀国際社会への招待』有斐閣ブックス、2003年。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～３についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（ディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、試験・レポートから評価する。（40％） 

12．受講生への 

メッセージ 

シラバスの授業内容に無いトピックで、学生側からの希望があれば、内容を確認し、受講者とともに審議

したうえで授業内容として取り上げることも可能である。「国際社会と日本」について関心あるテーマがあれ

ば授業時に提案すること。 

また、異文化間コミュニケーションによって知見を拡張させるために、外部研究会主催のシンポジウムや

学生主体で企画するシンポジウムに参加する機会も設定しますので、積極的にさまざまな考えと交流してく

ださい。 

13．オフィスアワー 講義前後の時間もしくは e-mailにて対応。toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

国際社会と日本を学ぶための基礎知識（シラバス確認し

ますので準備してください。コピーなど可。） 

事前学習 ※オリエンテーションのため次回より 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第２回 地勢と人口① 国土の面積および地政学の初歩 
事前学習 

 前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第３回 地勢と人口② 人口および地政学の初歩 
事前学習 

前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第４回 経済と政治① GDPと世界経済の動向 
事前学習 

前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第５回 

ミニシンポジウム 

テーマ：いじめは世界共通の問題？日本だけの問題？― 

学外研究団体の主催するシンポジウムに参加して多

様な見方考え方に出会う。または、学生主体でシンポジ

ウムを企画し実践する。 

事前学習 
前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 



 

 

第６回 
経済と政治② 税金から国家の経済活動規模について

考える 

事前学習 
前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第７回 レポート①テーマ設定・資料収集・考察 
事前学習 

国際社会と日本をテーマとしてレポートで

調べたいトピックを見つけておく。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第８回 
経済と政治③ 軍事力はなぜ必要なのか―リアリズム

とリベラリズム 

事前学習 
前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第９回 経済と政治④ 天然資源の生産と輸出から見える世界 
事前学習 

前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第１０回 
開発教育の考え方 世界をどのように学ばせたらよい

のか考える 

事前学習 
収集した資料を基にわかったこと、疑問に思

ったことを整理する。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第１１回 社会① 貧困率の実態から世界を考える 
事前学習 

前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第１２回 社会② 食料自給率の実態から世界を考える 
事前学習 

前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第１３回 社会③ 進学率の実態から世界を考える 
事前学習 

前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第１４回 レポート②発表 
事前学習 完成したレポートを発表し意見交換を行う。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

第１５回 これからの世界と日本 まとめ 
事前学習 

前回授業で配布された資料を読み疑問点を

チェックする。 

事後学習 指示された課題について取り組む。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
子育て支援／保育相談支援演習 （2単位） 

３．科目番号 

SJMP3135 

SSOT3418 

SCOT3418 ２．授業担当教員 岡野 雅子 

４．授業形態 演習､グル－プ討議、ロ－ルプレイング ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 保育士の行う子育て支援の特性として、子どもの保育とともに行う保護者の支援、保護者との相互関係や

信頼関係の形成、支援のニーズについての気づきと多面的理解、子どもと保護者が多様な他者とかかわる機

会や場を提供することなどを理解する。支援の展開として、子どもと保護者の状況・状態の把握、支援の計

画と環境の構成、支援の実践・記録・評価・カンファレンス、職員間、関係機関との連携・協働を学ぶ。多様

な支援ニーズを抱える子どもと家族への支援の実際（内容・方法・技術）を学ぶ。 

８．学習目標 

１．保育士による子育て支援が求められる社会的状況について理解する。 

２．子育て支援の意義と原則について理解する。 

３．保護者支援の基本を理解する。 

４．子育て支援の実際について学び､内容や方法を理解する。 

５．保育所等の児童福祉施設における保護者支援の実際について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・今日の社会状況の中で子どもを育てている保護者の立場に立った時様々な課題があるが、その中から任意
の課題を選んでレポ－トにまとめる。 

・小課題として、授業中に事例についてグル－プ討論を行い、考察したことについて提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】大嶋恭二他著『保育相談支援』建帛社､2011年 

【参考書】東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 
岡野雅子他著『新保育学 改訂 5版』南山堂、2011年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．保護者支援の基本を理解し、説明できるか。 

２．子育て支援の実際について､内容や方法を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の２０％ 

２ 期末試験（または期末レポ－ト） 総合点の３０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の３０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 日常生活の中で親と子どもがかかわる場面に出会う機会をもつように努め、親子の相互作用についてよく
観察して、学ぶ姿勢をもってください。 
１．授業のルールを守ること（欠席、遅刻をしない）。 

２．私語は慎むこと。 

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－ション、子育て支援とは 
事前学習 

子育て支援に関する新聞やニュ－スについ
て集めておく。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 

第２回 子育て支援の意義 
事前学習 

いまなぜ子育て支援が必要かについて考え
ておく。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 

第３回 
子育て支援の基本① 

子どもの最善の利益 

事前学習 子どもの人権と権利についてまとめておく。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 

第４回 
子育て支援の基本② 
保護者との共感 

事前学習 
保護者との信頼関係を築くことについて考
えておく。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 

第５回 
子育て支援の基本③ 
信頼関係の形成 

事前学習 
信頼関係形成のための姿勢と技術について
考えておく。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 

第６回 
子育て支援の基本④ 

関係機関との連携･協力 

事前学習 
関係機関にはどのようなものがあるかにつ
いて調べておく。 

事後学習 
6 回分のふり返り小テストで出来なかった所

を見直す。 

第７回 
子育て支援の実際① 
保育に関する保護者に対する支援 

事前学習 
保育所の子育て支援について新聞等で事例

を集めておく。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 

第８回 
子育て支援の実際② 
保護者支援の内容 

事前学習 
保護者支援のポイントや難しさについて調
べておく。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 

第９回 
子育て支援の実際③ 
保護者支援の方法と技術 

事前学習 
保護者支援の具体的な方法について調べて
おく。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 



 

 

第１０回 
子育て支援の実際④ 
保護者支援の計画､記録､評価､ケ－スカンファレンス 

事前学習 
保護者支援にあたり、計画や記録の重要性に
ついて考えておく。 

事後学習 
4回分のふり返り小テストで出来なかった所

を見直す。 

第１１回 
児童福祉施設における子育て支援① 
保育所における保育相談支援の実際 

事前学習 
保育実習での経験も参考に保育所における
子育て支援の例を調べておく。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 

第１２回 
児童福祉施設における子育て支援② 

保育所における特別な対応を要する家庭への支援 

事前学習 
特別な支援を要する家庭について調べてお
く。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 

第１３回 
児童福祉施設における子育て支援③ 
児童養護施設等における要保護児童の家庭に対する

支援 

事前学習 
施設における子育て支援の目標について考

えておく。 

事後学習 （ふり返りの課題を課す） 

第１４回 
児童福祉施設における子育て支援④ 
障害児施設・母子生活支援施設における支援 

事前学習 
障害児施設や母子生活支援施設の支援の目

標について考えておく。 

事後学習 
4 回分のふり返り小テストで出来なかった所

を見直す。 

第１５回 保育者に求められる子育て支援 
事前学習 

全体について確認事項･質問事項を拾い出し
ておく。 

事後学習 全体をよく振り返ること。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
子ども家庭支援の心理学（2単位） 

３．科目番号 SJMP3126 

２．授業担当教員 瑞穂 優 

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 

子ども家庭支援の心理学では、まず、乳幼児期から老年期までの人の生涯発達のプロセスや、各時期の課題

について学ぶ。さらに、家族・家庭の意義や機能を学び、親子関係や家族関係等について、子どもとその家

族を、発達的な視点や、包括的に捉える視点を習得する。また、現代の子育て家庭に関する社会的状況や、

家庭の多様性、特別な配慮を必要とする家庭などについて学び、子どもがうける生育環境からの影響、子ど

もの心や健康に関わる問題について学ぶ。 

８．学習目標 

① 生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を習得し、初期経験の重要性、各時期の移行、発達課題に等に

ついて理解する。 

② 家族・家庭の意義や機能を理解するとともに、親子関係や家族関係等について発達的に理解し、子ども

とその家庭を包括的に捉える視点を習得する。 

③ 子育て家庭をめぐる現代の社会状況と課題を理解する。 

④ 子どもの精神保健とその課題について理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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．テスト 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 【シリーズ知のゆりかご】子ども家庭支援の心理学」青木 紀久代編 みらい 2019  

【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  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 生涯発達に関する基礎的な知識を有し、初期経験の重要性について理解できているか 

2. 家族・家庭の意義や機能を理解し、家族がどのように発達していくか理解できているか。 

3. 子育て家庭を取り巻く社会状況について十分な知識を有しているか 

4. 子どもの精神保健に関する基本的な知識を有しているか 

○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 

児童福祉法には、保育士とは、「専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に

関する指導を行うことを業とする者をいう」とあるように、保育者は子どもを保育するだけでなく、保護者

の子育て支援をすることが求められています。この授業を通して、人の生涯発達や家族の機能について学び、

保育者として子どもにも保護者にも寄りそえるようになってほしいと思います。 

そのために、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、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 生涯発達とは 

事前学習 シラバスと第 1 章を読んでくる｡ 

事後学習 
生涯発達の視点で子どもと保護者を捉える

ことについてまとめておく｡ 

第２回 乳児期の発達 
事前学習 第 2 章 第 1 節 pp28-34 を読んでくる｡ 

事後学習 乳児期の発達についてまとめておく｡ 

第３回 幼児期の発達 
事前学習 第 2 章 第 1 節 pp34-40 を読んでくる｡ 

事後学習 幼児期の発達についてまとめておく｡ 

第４回 学童期・青年期の発達 
事前学習 第 2 章 第 2 節～第 3 章を読んでくる 

事後学習 学童期・青年期の発達をまとめておく 

第５回 成人期・老年期の発達 

事前学習 第 4 章を読んでくる｡ 

事後学習 
成人期･老年期の発達についてまとめてお

く｡ 

第６回 子育てを取り巻く社会的状況 

事前学習 第 5 章を読んでくる｡ 

事後学習 
現代社会における子育ての難しさについて

まとめておく｡ 

第７回 家族の意義と機能、親子関係の理解 

事前学習 第 6 章を読んでくる｡ 

事後学習 
現代の家族の意義と機能､親子関係の特徴に

ついてまとめておく｡ 

第８回 子育ての経験と親としての育ち 
事前学習 第 7 章を読んでくる｡ 

事後学習 子育てとライフコースについてまとめてお



 

 

く｡ 

第９回 多様な家庭とその理解 

事前学習 第 8 章を読んでくる｡ 

事後学習 
多様な家庭に対する援助についてまとめて

おく｡ 

第１０回 特別な配慮を要する家庭～特別な配慮とは～ 
事前学習 第 9 章 第 1 節を読んでくる｡ 

事後学習 配慮が必要な家庭についてまとめておく｡ 

第１１回 特別な配慮を要する家庭～親の心の健康という視点～ 
事前学習 第 9 章 第 2､3 節を読んでくる｡ 

事後学習 親支援の重要性についてまとめておく｡ 

第１２回 発達支援の必要な子どもとその家庭への支援 
事前学習 第 10 章を読んでくる｡ 

事後学習 発達障害についてまとめておく｡ 

第１３回 発達支援の必要な子ども・・・事例研究 
事前学習 事例を読んでくる｡ 

事後学習 事例研究をまとめる｡ 

第１４回 子どものこころの健康にかかわる問題 
事前学習 第 11 章を読んでくる｡ 

事後学習 子どもの心の健康についてまとめておく｡ 

第１５回 まとめ 
事前学習 これまでの授業を振り返ってくる｡ 

事後学習 全授業を振り返る｡ 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） こどもの健康と安全 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2414 

SCOT2414 

SJMP2123 ２．授業担当教員 橋本 由利子・佐野 葉子 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク、プレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育環境を踏まえ、こどもの保健に関する個別対応と集団全体の健康及び安全の管理の具体的な方法を学

ぶ。衛生管理、事故の予防及び安全対策、危機管理、防災への備えについて理解する。こどもが体調不良に

なった場合の対処方法、救急処置と救急蘇生法などを身に付ける。また保育における保健的対応の基本的考

え方や 3歳未満児への対応、慢性疾患やアレルギー性疾患など個別的な配慮を必要なこどもへの対応を学ぶ。

保護者や地域との連携を図る方法、保育における保健活動の計画と評価についても学ぶ。 

８．学習目標 

１．子どもの健康管理、健康観察の方法について理解し、実施できるようになる。 

２．衛生管理の方法（感染症対策も含む）について理解し、実施できるようになる。 

３．子どもに体調不良が発生した場合の対応について理解し、実施できるようになる。 

４．救急処置および救急蘇生法について理解し、実施できるようになる。 

５．子どもの事故の特徴と事故防止の方法、危機管理について理解し、説明できるようになる。 

６．3歳未満児への対応、慢性疾患やアレルギー性疾患など個別な配慮を要する子どもへの対応を理解し、説

明できるようになる。 

７．保護者や地域との連携方法、保健活動の計画と評価について理解し、説明できるようになる。 

８．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

子どもの一次救命処置の重要性と手順についてまとめなさい。（1600字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小林美由紀編著『子どもの健康と安全 演習ノート』診断と治療社 

【参考書】中根淳子・佐藤直子編著『子どもの保健』ななみ書房 

小林美由紀編著『子どもの保健テキスト』診断と治療社 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの保健に関する個別対応について理解し実施できる。 

２．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し説明できる。 

○評定の方法 

成績評価については、ミニテスト 20％、レポート 30％、日常の授業態度 50％とし総合的に評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの健康と安全は、保育中の乳幼児の命と健康を守るための技術を学ぶ重要な科目です。保育者は乳

幼児の普段の状態をよく把握し、普段と少しでも異なる症状があった場合にはそれをいち早く察知し、適切

に対処しなくてはなりません。また、乳幼児の養護や看護を行う場合には愛情を持って温かく接する事が大

切です。一つ一つの実技を誠心誠意、真剣に行ってください。 

受講生は以下のことを必ず守ること。 

１）授業は、常に高い緊張感と集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

２）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

３）欠席・遅刻・早退をしないこと（やむを得ない場合は必ず文書で申し出ること）。 

４）授業中の私語、携帯電話の作動は絶対にしないこと。守れない場合は退出してもらいます。 

５）実技・演習は、事故のないように気を引き締めて行うこと。 

６）実習機材の準備・後片付けを積極的に行うこと。 

講師は以下のことを実行します。 

１）学生が積極的に授業に参加（発言、発表）できるように双方向対話型の学習環境を作る。 

２）明らかに授業態度が悪いと判断された場合は厳格に対処する。（その場合、たとえすべて出席していても

F評価になることもあるので注意すること。） 

13．オフィスアワー 授業内で周知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

妊娠、胎児期の発育、染色体異常 

事前学習 シラバスを読んでくる。 

事後学習 
妊娠の成立、胎児期の発育と染色体異常につい

て整理する。 

第２回 
子どもの発育の観察と評価 

演習：身体測定 

事前学習 子どもの発育状態の把握について調べてくる。 

事後学習 身体測定の方法について整理する。 

第３回 
子どもの健康状態の観察方法 

演習：バイタルサインの測定 

事前学習 子どもの健康状態の観察について調べてくる。 

事後学習 バイタルサインの測定について整理する。 

第４回 
保育における保健的対応：母乳、人工栄養、離乳食 

演習：人工乳のつくり方、手洗い方法 

事前学習 母乳、人工栄養、離乳食について読んでくる。 

事後学習 人工乳の作り方、手洗い方法を整理する。 

第５回 
保育における保健的対応：口腔機能の発達と衛生 

演習：口腔衛生 

事前学習 口腔機能の発達と衛生について調べてくる。 

事後学習 口腔衛生の方法について整理する。 

第６回 
衛生管理 

演習：施設環境・嘔吐物の処理 

事前学習 衛生管理について読んでくる。 

事後学習 施設環境・嘔吐物の処理について整理する。 



 

 

第７回 
子どもの体調不良に対する適切な対応 

演習：薬の与え方、おむつの処理 

事前学習 
子どもの体調不良に対する適切な対応につい

て読んでくる。 

事後学習 薬の与え方・おむつの処理について整理する。 

第８回 
傷害時の応急処置 

演習：出血と止血法、骨折の手当て 

事前学習 傷害時の応急処置について読んでくる。 

事後学習 止血法、骨折の手当てについて整理する。 

第９回 

救急処置および心肺蘇生法 

演習：気道異物除去・エピペンの使用方法・心肺蘇

生法 

事前学習 
気道異物除去・心肺蘇生法について読んでく

る。 

事後学習 
気道異物除去・エピペンの使用方法・心肺蘇生

法について整理する。 

第１０回 
救急処置および心肺蘇生法 

演習：心肺蘇生法・AED 

事前学習 AEDの使用方法について読んでくる。 

事後学習 AEDの使用方法について整理する。 

第１１回 子どもの事故の特徴と事故防止の方法、危機管理 

事前学習 子どもに多い事故について読んでくる。 

事後学習 
事故防止と安全教育、危機管理について整理す

る。 

第１２回 
集団保育における健康管理・健康教育 

グループワーク：安全衛生教材作り 

事前学習 
安全衛生教育について確認し、授業内で教材が

作成できるように準備する。 

事後学習 次回教材が完成するように準備する。 

第１３回 
集団保育における健康管理・健康教育 

グループワーク：安全衛生教材作り 

事前学習 授業内で教材が完成できるように準備する。 

事後学習 教材を完成させ発表に向けて準備する。 

第１４回 安全衛生教育発表 

事前学習 教材を完成させ発表に向けて準備する。 

事後学習 
各グループの発表から安全衛生教育に必要な

ことを整理する。 

第１５回 まとめ、内容の振り返り（ミニテスト） 
事前学習 授業内の疑問や質問を考えてくる。 

事後学習 この科目で学習したことを振り返る。 
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１．科目名（単位数） 子どもの食と栄養 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3358 

SJMP3121 

EDHE3334 ２．授業担当教員 小板谷 典子 

４．授業形態 講義、演習（課題作成および発表含む）、調理実習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小児期の栄養と食生活の重要性を理解し、一生涯の食生活の意義を理解する。また保育者として、小児の

発育と発達の特徴を踏まえた栄養と食のあり方を理解し、保育所における望ましい食のあり方について理解

を深める。さらに最近の食にまつわる様々な問題にふれながら、保護者と子どもの総合的な食育や保育所に

おける食の実践について理解する。 

８．学習目標 

１）栄養、食生活の基礎知識を身につける。 

２）小児期各期の栄養と食生活について学び、説明することができる。 

①妊娠期（胎児期） ②新生児期 ③乳児期 ④幼児期 ⑤学童期・思春期 

３）保育士としての食の援助の役割について学び、説明することができる。 

４）疾患をもつ小児の栄養・食生活について学び、説明することができる。 

５）小児の食の問題について学び、説明することができる。 

６）子どもとその家族に対する栄養教育・食教育について学び、知識を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント：・毎回、授業前にテキスト該当ページに目を通し、重要箇所や不明箇所をチェックしておく。 

・授業後は要点を整理し、自分の言葉でノートにまとめる。 

・既習関連科目を復習しておく（子どもの成長、発達の特徴等）。 

課題：・調乳レポート（指定用紙）。提出期限は講義内で提示。期限厳守。 

   ・子どもの食問題に関する事例レポート（テキスト内）。詳細は講義内で指示。期限厳守。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 上田玲子/編著『新版 子どもの食生活―栄養・食育・保育―』ななみ書房 2017 

【配布資料】ほぼ毎回配布。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）栄養、食生活の基礎知識を身につける。 

２）小児期各期の栄養と食生活について学び、説明することができる。  

①妊娠期（胎児期） ②新生児期 ③乳児期 ④幼児期 ⑤学童期・思春期 

３）保育士としての食の援助の役割について学び、説明することができる。 

４）疾患をもつ小児の栄養・食生活について学び、説明することができる。 

５）小児の食の問題について学び、説明することができる。 

６）子どもとその家族に対する栄養教育・食教育について学び、知識を身につける 

○評定の方法 

総合的に評価する期末試験   50% 、提出課題   20%、 受講態度   30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの食生活は、生涯の健康維持につながる大切なものです。食育を実践する立場として、まずは自分

の食生活を見直し、改善する努力から始めましょう。 

子どもの食事を考える上で、栄養素の機能、消化吸収、代謝、食べ方の基本を理解することは必須です。

また、成長に見合った栄養の必要量については、食事摂取基準の理解も必要となります。健全な成長を促す

食事をサポートするために、どんな知識やスキルが必要かを常に考えながら授業に臨みましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス、子どもの食生活と栄養 
事前学習 テキスト pp.1～34、246～247、272～275 

事後学習 食生活自己チェック１をリストアップ。 

第２回 
栄養素の基礎知識① 

糖質、脂質、たんぱく質の栄養、消化吸収、代謝 

事前学習 テキスト pp.35～47 

事後学習 エネルギー産生栄養素の要点整理。 

第３回 
栄養素の基礎知識②  

ビタミン、ミネラル、食物繊維、水の役割 

事前学習 テキスト pp.42、43、47～49 

事後学習 
子どもに要注意のビタミン、ミネラル、食物繊

維源、水分についてまとめる。 

第４回 食生活の基本（食べ方、栄養バランス、食品、衛生管理） 

事前学習 テキスト pp.53～64、259、260 

事後学習 
食生活自己チェック２を記入。食品群の意義、

衛生管理の要点をまとめる。 

第５回 
わが国の栄養基準（日本人の食事摂取基準 2015 年版、

食生活指針、食事バランスガイド） 

事前学習 テキスト pp.50～53、248～258、270～271 

事後学習 
食事摂取基準の指標と意味を整理する。その上

で基準値一覧表を再読する。 

第６回 妊娠期（胎児期）、産褥期の食生活と栄養（母性栄養） 

事前学習 テキスト pp.121～129 

事後学習 
妊婦、授乳婦の食生活ポイントを、子どもの健

全な成長、発達の面から整理する。 

第７回 新生児期、乳児期前半の食生活と栄養（乳汁栄養） 
事前学習 テキスト pp.65～79、261 

事後学習 母乳の利点、ミルクの種類を整理する。 

第８回 乳児期後半の食生活と栄養、離乳 

事前学習 テキスト pp.65～66、80～94、205～224 

事後学習 
GW 資料で総復習。離乳の進め方について要点

整理。 
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第９回 調乳実習（実習、レポート作成） 
事前学習 

テキスト pp.74～79、261。調乳、消毒のポイ

ントを整理する。衛生管理を復習しておく。 

事後学習 調乳レポートの完成。 

第１０回 離乳食実習（実習、レポート作成） 
事前学習 

テキスト pp.80～92、離乳の進め方、ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ

を復習しておく。 

事後学習 離乳食レポートの完成。 

第１１回 幼児期の食生活と栄養 

事前学習 テキスト pp.95～108、226～239 

事後学習 
GW 資料で総復習。幼児の間食、問題点につい

て要点整理。 

第１２回 家庭や児童福祉施設における食生活 

事前学習 テキスト pp.155～168、239～240 

事後学習 
GW 資料で総復習。保育所の給食、家庭との連

携についてポイントを整理する。 

第１３回 学齢期、思春期の食生活と栄養 

事前学習 テキスト pp.109～120 

事後学習 
GW 資料で総復習。学校給食、摂食障害と栄養

について要点整理。 

第１４回 特別な配慮を要する子どもの食生活と栄養 

事前学習 テキスト pp.131～154、224～226 

事後学習 

GW 資料で総復習。体調不良時の食事、子ども

の病気と留意すべき栄養、障がい児と食事につ

いて、それぞれ要点整理。 

第１５回 食育―食を通して子育ちと子育てを支援する 

事前学習 テキスト pp.169～192、241～243、262～269 

事後学習 
食育の実践と食生活サポートの要点を自分の

言葉でまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの保健Ⅱ （1単位） 

３．科目番号 
SSOT2407 

SCOT2407 
２．授業担当教員 橋本 由利子・佐野 葉子 

４．授業形態 技術演習、講義、グループワーク、プレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育者として子どもの健康と安全を守るために必要な基礎的知識や実践力を身に付けることをねらいとし
ている。「子どもの保健Ⅰ」で学んだ知識を基礎とし、子どもが健康的に生活するうえで必要な生活環境要因
について理解し、総合的な援助技術の習得を目指す。 

技術演習では、子どもの発育の観察と評価、日々の健康状態の観察、健康的な日常生活習慣形成のための
適切な養護、一般的な症状に対する看護の方法、応急手当（一次救命処置を含む）など、保育現場で必要と
される技術をモデル人形を対象として実践する。 

グループワークでは、事故防止対策と安全教育、歯磨きや手洗いなどの健康教育について検討し、発表す
ることで集団保育における事故防止や健康管理・健康教育の実践力を身に付ける。 

８．学習目標 

１．子どもの発育や健康状態の観察について理解し評価と支援を行うことができる。  

２．子どもの一般的な症状に対する看護の方法について理解し、説明することができる。 
３．子どもの事故の特徴と事故防止の方法について理解し、説明することができる。 
４．応急手当（一次救命処置を含む）の実際を学び、実施することができる。 

５．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明することができる。 
６．子どもの健康と安全を守る保育者としての必要な態度を表現することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１）毎回の授業で学習した内容について教科書のワークを用いて復習する。 

２）日赤幼児安全法について、学習した内容と感想を書く（1000字程度）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】榊原洋一監修・小林美由紀著『子どもの保健演習ノート』改訂第 2版、診断と治療社。 

【参考書】今井七重編『演習 子どもの保健Ⅱ』（株）みらい。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの発育や健康状態の観察について理解し、評価と支援を行うことができる。 
２．子どもの日常生活の養護の方法について理解し、実施することができる。 
３．子どもの一般的な症状に対する看護の方法について理解し、説明することができる。 

４．子どもの事故の特徴と事故防止の方法について理解し、説明することができる。 
５．応急手当（一次救命処置を含む）の実際を学び、実施することができる。 
６．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明することができる。 

７．子どもの健康と安全を守る保育者としての必要な態度を表現することができる。 

○評定の方法 

期末テスト 50％、レポート 20％、授業態度 30％ 

上記のほか、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位修得の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの保健Ⅱは保育中の乳幼児の命と健康を守るための技術を学ぶ重要な科目です。保育者は乳幼児の

普段の状態をよく把握し、普段と少しでも異なる症状があった場合にはそれをいち早く察知し、適切に対処

しなくてはなりません。また、乳幼児の養護や看護を行う場合には愛情を持って温かく接する事が大切です。

一つ一つの実習を誠心誠意、真剣に行ってください。受講生は以下のことを必ず守ること。 

１）授業は、常に高い緊張感と集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

２）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

３）欠席・遅刻・早退をしないこと（やむを得ない場合は必ず文書で申し出ること）。 

４）授業中の私語、携帯電話の作動は絶対にしないこと。守れない場合は退出してもらいます。 

５）実技・演習は、事故のないように気を引き締めて行うこと。 

６）実習機材の準備・後片付けを積極的に行うこと。 

 

講師は以下のことを実行します。 

１）学生が積極的に授業に参加（発言、発表）できるように双方向対話型の学習環境を作る。 

２）明らかに授業態度が悪いと判断された場合は厳格に対処する。（その場合、たとえすべて出席していても

F評価になることもあるので注意すること。） 

13．オフィスアワー 
授業開始時にお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（子どもの保健Ⅱを学ぶにあたっ

て） 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 自己紹介用紙を記載する。 

第２回 胎児期の発育について（受精してから出生するまで） 

事前学習 胎児期の発育について考えてくる。 

事後学習 
自分の母子健康手帳を見て必要事項を自己紹介

用紙に記載する。 

第３回 
第 1章 子どもの発育を知ろう 

（身体発育の観察と評価） 

事前学習 テキスト pp2～17を読んでおく。 

事後学習 第 1章おさらいテスト問 1･問 2 

第４回 
第１章 子どもの発育を知ろう 

（身体発育の測定方法と評価） 

事前学習 テキスト pp.4～7を読んでおく。 

事後学習 第 1章おさらいテスト問 3 



 

 

 

第５回 
第 2章 子どもの発達を知ろう 

（運動機能の発達とその評価について） 

事前学習 テキスト pp.26～36を読んでおく。 

事後学習 第 2章おさらいテスト問 1・問 2 

第６回 
第 3章 子どもの健康状態を知ろう 

（子どもの生理機能の発達を理解する） 

事前学習 テキスト pp.40～42を読んでおく。 

事後学習 
第 3章おさらいテスト問 1①～⑦、⑨問 2①～⑤、

問 3 

第７回 
第 5章 子どもの保育環境づくり 

（屋内の衛生管理など） 

事前学習 テキスト pp.74～78を読んでおく。 

事後学習 第 5章おさらいテスト問①②⑩⑪⑫ 

第８回 

第 4章 日常における養護の方法 

（抱き方・おんぶの仕方・寝かせ方・外気浴における留

意点） 

事前学習 テキスト pp.52～53、pp.62～64を読んでおく。 

事後学習 第 4章おさらいテスト問 1④、問 3⑪～⑮ 

第９回 
第 4章 日常における養護の方法 

（母乳と人工栄養、離乳食の進め方） 

事前学習 テキスト pp.53～55を読んでおく。 

事後学習 第 4章おさらいテスト問１①②、問 2①～③ 

第１０回 
第 4章 日常における養護の方法 

（調乳の実際、手洗いの基本） 

事前学習 テキスト pp.53～55、p61を読んでおく 

事後学習 調乳の方法と留意点について復習する。 

第１１回 
第 4章 日常における養護の方法 

（衣服の着せ方、排泄のさせ方） 

事前学習 テキスト pp.56～59を読んでおく。 

事後学習 衣服の着せ方について復習する。 

第１２回 
第 4章 日常における養護の方法 

（沐浴・入浴のさせ方） 

事前学習 テキスト pp.59～61を読んでおく。 

事後学習 入浴のさせ方について復習する。 

第１３回 
第 4章 日常における養護の方法 

（口腔内の衛生） 

事前学習 テキスト pp.56～57を読んでおく。 

事後学習 第 4章おさらいテスト問２④⑤ 

第１４回 
第 4章 日常における養護の方法 

（口腔機能の発達） 

事前学習 自分の歯がいつ頃生えてきたか考える。 

事後学習 歯と口の健康の重要性について復習する。 

第１５回 
第 8章 いざというときの応急処置 

（傷害時の応急処置、エピペンについて） 

事前学習 テキスト pp.126～130を読んでおく。 

事後学習 第 8章おさらいテスト問１、問 2 

第１６回 
第 6章 よくかかる病気について知ろう 

（冷却用具の種類と作り方、薬の与え方、嘔吐物の処理） 

事前学習 テキスト pp.82～86を読んでおく。 

事後学習 第 6章おさらいテスト問 1、問 2、問 3、問 4 

第１７回 救急蘇生法（乳幼児の救急救命処置） 
事前学習 テキスト pp.122～128を読んでおく。 

事後学習 第 8章おさらいテスト問４ 

第１８回 救急蘇生法（乳幼児の救急救命処置） 
事前学習 テキスト pp.122～128を読んでおく。 

事後学習 アサイメント２ 

第１９回 
第 7章 よく起こる事故について知ろう 

（乳幼児に起こりやすい事故とその特徴） 

事前学習 テキスト pp.106～109を読んでおく。 

事後学習 第 7章おさらいテスト問 1～問 3 

第２０回 
第 7章 よく起こる事故について知ろう 

（安全への配慮・安全管理・安全教育） 

事前学習 テキスト pp.109～118を読んでおく。 

事後学習 グループで製作する教材の準備をする。 

第２１回 安全衛生に関する教育と教材の作成（グループワーク） 
事前学習 グループで製作する教材の準備をする。 

事後学習 時間内で教材ができあがるように準備する。 

第２２回 安全衛生に関する教育と教材の作成（グループワーク） 
事前学習 時間内で教材ができあがるように準備する。 

事後学習 来週の発表に向けて発表の準備をする。 

第２３回 安全衛生教育のプレゼンテーション 
事前学習 

発表ができるようにグループ内で打ち合わせを

する。 

事後学習 グループワークと発表の振り返り。 

第２４回 まとめ 
事前学習 授業で配付されたプリントを整理する。 

事後学習 この科目で学んだことを振り返る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） コミュニケーション技術Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 SNMP1112 

２．授業担当教員 荻野 基行 

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 
「コミュニケーション論」の単位を修得していること 

７．講義概要 

人間関係形成のためのコミュニケーション技術について、講義で基本的な技法を理解し、さらに演習を通

し、実践できるように授業を進めていく。また利用者との援助的関係のみならず、他職種との連携や協働の

場面、記録についても具体的に理解し、実践できるように授業を進めていく。演習による実践的なコミュニ

ケーションでは、プロセスレコードを使用し、コミュニケーションを振り返ることで学びを深めていく。 

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．利用者・家族の思いを引き出すコミュニケーションを実践できる。 

２．コミュニケーションの基本的な技法を活用できる。 

３．利用者のこころにゆとりが生まれるコミュニケーションのための知識を身につける。 

４．利用者のコミュニケーションの障害に応じたコミュニケーションの方法を選択できる。 

５．他職種との連携・協働の場面におけるコミュニケーションを理解する。 

６．他職種との連携・協働の場面におけるコミュニケーションを実践できる。 

７．プロセスレコードを記入し、自己のコミュニケーションの振り返りができる。 

８．情報を共有するための記録の書き方、管理について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題(1ページ40行×30文字で3枚以上) 

１．介護場面におけるコミュニケーションの基本と技術について 

２．対象者の特性に応じたコミュニケーションについて 

３．介護におけるチームのコミュニケーションについて 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

介護福祉士養成講座編集委員会『コミュニケーション技術』中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．コミュニケーションの基本的な技法を活用できるか。 

２．利用者のこころにゆとりが生まれるコミュニケーションのための知識を身につけられたか。 

３．利用者のコミュニケーションの障害に応じたコミュニケーションの方法を選択できるか。 

４．他職種との連携・協働の場面におけるコミュニケーションを理解できたか。 

５．プロセスレコードを記入し、自己のコミュニケーションの振り返りができる。 

６．情報を共有するための記録の書き方、管理について理解できたか。 

○評定の方法 

日常の授業態度 25% レポート 75% 

12．受講生への 

メッセージ 

授業中の私語や居眠り、携帯電話の使用は禁止します。授業には積極的に参加し、理解を深めてください。

わからないことはそのままにせず、質問をしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

介護におけるコミュニケーションの基本 

利用者のこころにゆとりが生まれるコミュニケーショ

ンのための知識 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「介護におけるコミュニ

ケーションの基本」についてまとめる。 

第２回 

コミュニケーション態度に関する基本技術 

言語・非言語・準言語コミュニケーションの基本 

利用者の思いを引き出すコミュニケーション 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「コミュニケーション態

度に関する基本技術」についてまとめる。 

第３回 目的別のコミュニケーション技術 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「目的別のコミュニケー

ション技術」についてまとめる。 

第４回 集団におけるコミュニケーション 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「集団におけるコミュニ

ケーション」についてまとめる。【レポート

１】 

第５回 
コミュニケーション障害への対応の基本 

視覚障害のある人への支援 

事前学習 
テキストの該当箇所を読み、納得と同意の概

要をつかんでおく 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「コミュニケーション障

害への対応の基本と視覚障害のある人への

支援」についてまとめる。 

第６回 
聴覚障害のある人への支援 

構音障害のある人への支援 
事前学習 

テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 



 

 

 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「聴覚障害のある人への

支援と構音障害のある人への支援」について

まとめる。 

第７回 
失語症の人への支援 

認知症の人への支援 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「失語症の人への支援と

認知症の人への支援」についてまとめる。 

第８回 
うつ・抑うつ状態の人への支援 

統合失調症の人への支援 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「うつ・抑うつ状態の人

への支援と統合失調症の人への支援」につい

てまとめる。 

第９回 
知的障害のある人への支援 

発達障害のある人への支援 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「知的障害のある人への

支援と発達障害のある人への支援」について

まとめる。 

第１０回 
高次脳機能障害のある人への支援 

重症心身障害のある人への支援 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「高次脳機能障害のある

人への支援と重症心身障害のある人への支

援」についてまとめる。【レポート２】 

第１１回 
家族とのコミュニケーション 

家族の思いを引き出すコミュニケーション 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「コミュニケーション障

害のある利用者への対応」についてまとめ

る。 

第１２回 

チームのコミュニケーション 

他職種との連携・協働の場面におけるコミュニケーショ

ンの理解と実践 

報告・連絡・相談の技術 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「チームのコミュニケー

ション」についてまとめる。 

第１３回 
記録の技術 

プロセスレコード 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「記録の技術とプロセス

レコード」についてまとめる。 

第１４回 会議・議事進行・説明の技術 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「会議・議事進行・説明

の技術」についてまとめる。 

第１５回 

事例検討に関する技術 

情報の活用と管理のための技術 

まとめ 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「事例検討に関する技術

と情報の活用と管理のための技術」について

まとめる。【レポート３】 

 



 

 

１．科目名（単位数） コンピュータサイエンスⅡ （2単位） 

３．科目番号 EDIT1312 

２．授業担当教員 森 正人 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「コンピュータサイエンスI」 を履修していなければ、講義内容を理解することが難しい。 
高等学校の数学II程度の知識を使用する内容である。 

７．講義概要 

試験結果を点数順に並べ替える問題や、選挙結果の集計など、具体的な問題の処理手順をアルゴリズムと

いう。同じコンピュータを使って同じ問題を扱っても、アルゴリズムが異なれば、問題解決に要する処理時

間は大幅に異なる。本講義では、アルゴリズムの善し悪しの評価方法である「オーダ」という概念について

学び、具体的な問題に対する複数のアルゴリズムを開発し、そのオーダの違いを調べる。また、これらのア

ルゴリズムを、C++言語を用いてコンピュータ上で実行することにより、オーダの違いと処理時間の関係を

実感する。 

８．学習目標 
アルゴリズムは、ハードウェアの進歩に左右されない概念である。現在の情報化社会を支えているコンピ

ュータの底に潜む、技術の進歩に左右されない科学としての見方・考え方・方法論を学ぶ。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

毎回、講義の後半に演習を行う。特に、アルゴリズムのプログラム実装の部分は宿題とし、次回の講義まで

に提出してもらう。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】広瀬貞樹『あるごりずむ』近代科学社。 
【参考書】藤原暁宏『情報工学レクチャーシリーズ アルゴリズムとデータ構造』森北出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．アルゴリズムとデータ構造の基本的概念を理解しているか。 

２．代表的なアルゴリズムの学習を通じ、コンピュータにおけるデータ処理の基本概念を理解できたか。 

○評定の方法 

試験 50%、提出物（レポート等）30%、受講姿勢 20%で評価。 

※試験を総合演習課題提出にかえて実施する場合がある。 

12．受講生への 
メッセージ 

科学技術とは、物事を非常に精密にとらえ、分析していく学問という印象があります。事実、多くの場面
ではそのような態度がとられてきました。しかし、アルゴリズムの善し悪しを評価するときのように、問題
によっては、全体の性質を大きくとらえ、特性を理解することも大切です。この講義を通じて、そのような

見方を味わってください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

講義概要 

（アルゴリズムとプログラムの基本要素：最大
値検索） 

事前学習 
クラスの生徒の成績を集計するプログラムを作成する
とき、どのような手順で作業を進めればよいか、考え
をまとめておくこと。 

事後学習 フローチャートの書き方、読み方に慣れること。 

第２回 
アルゴリズムの例 
（配列、総和、文字列の連接、選挙結果の集計） 

事前学習 配付資料 1.2節、1.3節をよく読んでおくこと。 

事後学習 
配付資料 1.2節、1.3節の問題を完全に解けるようにす
ること。 

第３回 
アルゴリズムの良さの評価 

（1：計算量・オーダ、偽小判発見アルゴリズム） 

事前学習 配付資料 2.1節、2.2節をよく読んでおくこと。 

事後学習 
配付資料 2.1節、2.2節の問題を完全に解けるようにす

ること。 

第４回 
アルゴリズムの良さの評価 
（2：オーダの性質） 

事前学習 配付資料 2.3節をよく読んでおくこと。 

事後学習 配付資料2.3節の問題を完全に解けるようにすること。 

第５回 
プログラミング言語 C++ 
（1：プログラミングの基礎） 

事前学習 配付資料 6.1節～6.3節をよく読んでおくこと。 

事後学習 講義中に試みたプログラムを完成させること。 

第６回 
プログラミング言語 C++ 
（2：C++の基本構文、データ型と変数） 

事前学習 配付資料 6.4節～6.8節をよく読んでおくこと。 

事後学習 講義中に試みたプログラムを完成させること。 

第７回 
プログラミング言語 C++ 
（3：処理の 3構造と C++の構文 –  if文） 

事前学習 配付資料 7.1節、7.2節をよく読んでおくこと。 

事後学習 講義中に試みたプログラムを完成させること。 

第８回 
プログラミング言語 C++ 
（4：処理の 3構造と C++の構文 –  for文） 

事前学習 配付資料 7.3.1節～7.3.4節をよく読んでおくこと。 

事後学習 講義中に試みたプログラムを完成させること。 

第９回 
プログラミング言語 C++ 
（5：処理の 3構造と C++の構文 –  while文） 

事前学習 配付資料 7.3.5節、7.3.6節をよく読んでおくこと。 

事後学習 講義中に試みたプログラムを完成させること。 

第１０回 
探索問題のアルゴリズムとその計算量 
（1：逐次探索） 

事前学習 配付資料 3.1節をよく読んでおくこと。 

事後学習 配付資料3.1節の問題を完全に解けるようにすること。 

第１１回 
探索問題のアルゴリズムとその計算量 
（2：2分探索） 

事前学習 配付資料 3.2節をよく読んでおくこと。 

事後学習 配付資料3.2節の問題を完全に解けるようにすること。 

第１２回 
整列問題のアルゴリズムとその計算量 
（1：選択ソート） 

事前学習 配付資料 4.1節、4.2節をよく読んでおくこと。 

事後学習 配付資料4.2節の問題を完全に解けるようにすること。 

第１３回 
整列問題のアルゴリズムとその計算量 
（2：マージソート） 

事前学習 配付資料 4.3節をよく読んでおくこと。 

事後学習 再帰的考え方によく慣れること。 

第１４回 
整列問題のアルゴリズムとその計算量 
（3：マージソートの実装） 

事前学習 配付資料 4.3節を再度よく読んでおくこと。 

事後学習 マージソートのプログラムを完成させること。 

第１５回 グラフアルゴリズム 

事前学習 事前に配布する資料をよく読んでおくこと。 

事後学習 
配付資料に載っている問題を完全に解けるようにする
こと。 

期末試験  



 

 

１．科目名（単位数） コンピュータネットワークⅡ （2単位） 

３．科目番号 EDIT2322 

２．授業担当教員 ロペス ルイス ミゲル 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
科目「コンピュータネットワークⅠ」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 
現代のインターネットの通信手段の基礎である TCP/IP の仕組みを演習を通して学ぶ。また、ネットワー

ク上のサービス形態として、クライアントサーバモデルと P2P モデルについて学ぶ。 

８．学習目標 
プロトコルの観点から、世界的情報ネットワークであるインターネットの仕組みを理解することを目標と

する。特にIPプロトコル、ルーティングアルゴリズム、TCPプロトコルをマスターする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

IT系の科目では、スキルを身につけるのは一番大切なので、3回に1回程度、今まで勉強した内容について

教科書や配布プリントをもって演習問題を提示し、それを授業中に解ける（例：ネットの構造：IXとISP、ARP

の仕組み、IPプロトコル：マスクとサブネット、アドレス取得と変換：DHCPとNAT、TCPの仕組み） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小林 活・江崎 浩（共同著）『インターネット総論』共立出版、2001年。 

【参考書】A.S. タネンバウム（著）『コンピュータネットワーク第 4版』日経 BP社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

プロトコルの観点から、世界的情報ネットワークであるインターネットの仕組みを理解することができたか。 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、課題など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は専門用語が多く、それを覚えることは特に大切である。また数学的概念も若干使うが、ゆっくり説

明していきますので、出された演習問題を丁寧に解いてください、また、たくさん質問してください。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
復習：LANと OSIの低層（1～4）・インターネットの歴史・

インターネットの構造（ドメインの概念、アドレス形態） 

事前学習 教科書 pp.5~64を読んでおく 

事後学習 教科書 p.2の図を覚る 

第２回 インターネットの歴史と運営組織 
事前学習 教科書 pp.14~15を読む 

事後学習 配布プリントを熟読する 

第３回 
インターネット層（1） 

IPパケットの構造 

事前学習 教科書 p.27を読む 

事後学習 配布プリントを熟読する 

第４回 
インターネット層（2） 

 IPアドレスの仕組み、サブネット、サブネットマスク 

事前学習 教科書 p.31を読む 

事後学習 配布プリントを熟読する 

第５回 
インターネット層（3） 

 演習問題１，２ IPアドレスとサブネットマスク 

事前学習 教科書 p.32を読む 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第６回 
インターネット層（4） 

 演習問題３ IPアドレスとサブネットマスク 

事前学習 教科書 p.33の図をよく理解する 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第７回 

インターネット層（5） 

 公的アドレスとプライベートアドレスの仕組み・ルーテ

ィングの基礎演習 

事前学習 教科書 p.34の表を覚える 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第８回 
インターネット層（6） 

 演習 ルーティングの基礎 

事前学習 教科書 p.15の図をよく理解する 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第９回 
インターネット層（7） 

 DHCP、NATの仕組み 

事前学習 教科書 pp.46~48を読む 

事後学習 配布プリントを熟読する 

第１０回 インターネット用語・演習 
事前学習 

今回まで教科書に線を引いた専門用語

（pp.1~48；六十語程度）の意味を再確認 

事後学習 演習問題の回答例を熟読する 

第１１回 現在のインターネットの構造 
事前学習 教科書 p.66の図をよく理解する 

事後学習 ICANNの最新の組織図を調べる 

第１２回 
トランスポート層（1) 

 TCPと UDP 

事前学習 教科書 p.82の図を見ておく 

事後学習 配布プリントを熟読する 

第１３回 
インターネットのアプリケーション 

 電子メールの仕組み（MUAと MTA）、ウエブ（http） 

事前学習 教科書 pp.112~113を読む 

事後学習 配布プリントを熟読する 

第１４回 総合演習（1） 
事前学習 配布プリントを全部読んでおく 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第１５回 
総合演習（2） 

総合演習１と同じ内容、ただし提示するデータは違う 

事前学習 前回解いた演習問題を復習 

事後学習 
本学の IP アドレス範囲とプロバイダを検

索する 

 


