
 

 

１．科目名（単位数） 体育科指導法 （2単位） 

３．科目番号 EDEL2313 

２．授業担当教員 古俣 龍一 

４．授業形態 

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

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

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

７．講義概要 

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

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

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

の一体化を図ることの重要性を学び、説明することができる。 

８．学習目標 

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

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

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

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

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 教科書『トラペジウム』に書かれている中で今日的な教育的課題を選び、自分の考えや意見をまと
める。（個人） 

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

プ） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
小学校学習指導要領（平成 29年 7月公示 文部科学省）。 
立木正他『小学校体育科授業研究』教育出版、2009年。 

【参考書資料】 
小学校学習指導要領解説 体育編 （平成 29年 7月公示 文部科学省）。 
【参考書】  

必要に応じて適宜配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

（2）指導と評価の一体化の理解を図ることができる。（学習目標 2） 

（3）意欲的に模擬授業を体験し、体育指導の実際を把握する。（関心、意欲） 

○評定の方法 

成績評価の規準 

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

12．受講生への 

メッセージ 

子どもたちは潜在的に五つの欲求を抱きながら体育の授業に臨むと言われます。そしてこの五つの欲求を
上手に満たしてあげる教師こそが体育指導者のスペシャリストと言えるのです。さて、この五つの欲求とは
何でしょう。小学校の教員を目指すみなさんに、「魅力ある体育」のたくさんのヒントを提供します。 
ジャージ、運動着などは体育授業時のいわば「制服」です。実技や演習では運動するためのふさわしい常識
的な服装（体育着）で参加してください。また、体育館では体育館シューズが必要です。ジーパンはもちろ
ん禁止です。 

13．オフィスアワー ・別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（本講義の意義と今後の流れ） 
 ＊本講座で行う模擬授業の位置づけとグループ分け

を行い、意識を高めさせる。 

事前学習 
本講義内容をシラバスにてあらかじめ把握
し臨む。 

事後学習 
各グループで提案授業の内容の計画を立て

る。 

第２回 

講義 日本における体育科教育の変遷と今日における
体育科の特性および目標 
 ＊これまで歩んできた体育科教育の流れを把握する

とともに今日的課題を知る。 
 ＊新旧の学習指導要領を比較し、加除訂正が加えら

れた部分について把握・理解し解説ができる。 

事前学習 
これまでの学習指導要領のだいたいの流れ
を調べる。 

事後学習 

新学習指導要領における体育の位置づけを

理解し、これからの子どもたちをどのように

育てていけばよいのかについてレポートに

まとめる。 

第３回 

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

活用も学修する） 
 ＊各自治体における最新の体育科指導案を提示し、

指導案からイメージされる授業についてディスカ

ッションすることができる。 

事前学習 
過去の体育科学習指導案を見て書き方のポ
イントを理解しておく。 

事後学習 
実際の指導案の書き方を確認する。次時の模

擬授業の説明をする。 



 

 

 

 

第４回 

グループワーク① 「体育科学習指導案作成（低学年
の領域から）」 
 ＊各グループにわかれて役割分担をし、模擬授業に

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

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第５回 

グループワーク② 「体育科学習指導案作成（中学年
の領域から）」 

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

も考慮する） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第６回 

グループワーク③ 「体育科学習指導案作成（高学年

の領域から）」 
＊引き続き、各グループにわかれて、模擬授業に向
けて指導案の細案作りをする。作成に当たっては

word、excel等を活用。（情報機器及び教材の活用
も考慮する） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第７回 

模擬授業１「表現リズム遊び領域から」 （グループ

ワーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっ
ては powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点 

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

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

＊相互評価も実施 
（「模擬授業評価の観点」の内容は、第 14回まで同じ） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第８回 

模擬授業 2 「走跳の運動遊び領域から」 （グルー
プワーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあた

っては powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流

れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第９回 

模擬授業 3 「陸上運動領域から」（グループワーク 授
業分析  授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１０回 

模擬授業 4 「器械器具を使っての運動遊び領域から」
（グループワーク 授業分析 授業振り返り）振り返

りにあたっては powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流

れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１１回 

模擬授業 5 「器械運動領域から」（グループワーク 授
業分析  授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１２回 

模擬授業 6 「ゲーム領域から」（グループワーク 授
業分析  授業振り返り）振り返りにあたっては

powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流

れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１３回 

模擬授業 7 「ボール運動領域から」（グループワーク 
授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint等を活用。  

＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１４回 

模擬授業 10 「保健領域（心の健康から）」（グループ
ワーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっ

ては powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流

れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 



 

 

第１５回 

まとめと評価 
 ＊体育の指導に際して対象児童における適切な指導

の細案を個々で作成することができ、学校現場に

おける指導案作りの重要性が理解でき、学校現場
で十分に応用できる能力を身につけることができ
たか。 

事前学習 
これまでの一連の模擬授業を思い出し、新し
い指導案を考える。 

事後学習 

体育科学習指導案の書き方の基本を押さえ、

実際の現場で生かせることできるよう確認

する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 体育科指導法 （2単位） 

３．科目番号 
SJMP2290 

SJMP2390 
２．授業担当教員 相原 豊 

４．授業形態 

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

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
体育を履修済みであることが望ましい 

７．講義概要 

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

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

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

の一体化を図ることの重要性を学び、説明することができる。 

８．学習目標 

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

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

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

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

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 指導案作成と指導案を元とした模擬授業の実施 

課題２ 実施後の反省を踏まえた指導案の修正 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小学校学習指導要領（体育編）（平成 29年 7月公示 文部科学省）。 
【参考書資料】 
小学校学習指導要領解説 体育編 （平成 29年 7月公示 文部科学省）。 

立木正他『小学校体育科授業研究』教育出版、2009年。 
【参考書】  
必要に応じて適宜配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

（2）指導と評価の一体化の理解を図ることができる。（学習目標 2） 

（3）意欲的に模擬授業を体験し、体育指導の実際を把握する。（関心、意欲） 

○評定の方法 

成績評価の規準 

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

12．受講生への 

メッセージ 

教員・指導者としての心構えで受講してください。 

実技等を行う場合はジャージで参加すること（ジーンズ、スウェット等は禁止） 

室内では体育館シューズが必要です。 

13．オフィスアワー 講義内で周知します 

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 
オリエンテーション（本講義の意義と今後の流れ） 

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

事前学習 
本講義内容をシラバスにてあらかじめ把握し
臨む。 

事後学習 各グループで提案授業の内容の計画を立てる。 

第２回 

講義 日本における体育科教育の変遷と今日における
体育科の特性および目標 
 ＊これまで歩んできた体育科教育の流れを把握する

とともに今日的課題を知る。 
 ＊新旧の学習指導要領を比較し、加除訂正が加えら

れた部分について把握・理解し解説ができる。 

事前学習 
これまでの学習指導要領のだいたいの流れを

調べる。 

事後学習 

新学習指導要領における体育の位置づけを理

解し、これからの子どもたちをどのように育て

ていけばよいのかについてレポートにまとめ

る。 

第３回 

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

 ＊各自治体における最新の体育科指導案を提示し、
指導案からイメージされる授業についてディスカ
ッションすることができる。 

事前学習 
過去の体育科学習指導案を見て書き方のポイ
ントを理解しておく。 

事後学習 
実際の指導案の書き方を確認する。次時の模擬

授業の説明をする。 



 

 

 

第４回 

グループワーク① 「体育科学習指導案作成（低学年
の領域から）」 
 ＊各グループにわかれて役割分担をし、模擬授業に

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

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第５回 

グループワーク② 「体育科学習指導案作成（中学年
の領域から）」 
＊引き続き、各グループにわかれて、模擬授業に向

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

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第６回 

グループワーク③ 「体育科学習指導案作成（高学年
の領域から）」 
＊引き続き、各グループにわかれて、模擬授業に向

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

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流

れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第７回 

模擬授業１「表現リズム遊び領域から」 （グループ
ワーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっ
ては powerpoint等を活用。 

＊模擬授業評価の観点 
 ア、授業が概ね指導案どおりに進んでいるか イ、

ティームティーチングの配置は適切か ウ、発

問が適切か エ、対象者（他の学生）は担当グ
ループに協力的か オ、振り返り時に活発な意
見交換ができているか カ、前時の反省が生か

されているか 等 
＊相互評価も実施 

（「模擬授業評価の観点」の内容は、第 14回まで同じ） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第８回 

模擬授業 2 「走跳の運動遊び領域から」 （グルー
プワーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあた

っては powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第９回 

模擬授業 3 「陸上運動領域から」（グループワーク 授
業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては

powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１０回 

模擬授業 4 「器械器具を使っての運動遊び領域から」
（グループワーク 授業分析 授業振り返り）振り返

りにあたっては powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１１回 

模擬授業 5 「器械運動領域から」（グループワーク 授
業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては

powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１２回 

模擬授業 6 「ゲーム領域から」（グループワーク 授
業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては

powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１３回 

模擬授業 7 「ボール運動領域から」（グループワーク 
授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては

powerpoint等を活用。  
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１４回 

模擬授業 8 「保健領域（心の健康から）」（グループ
ワーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっ

ては powerpoint等を活用。 
＊模擬授業評価の観点（第 7回と同じ） 
＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 



 

 

第１５回 

まとめと評価 
 ＊体育の指導に際して対象児童における適切な指導

の細案を個々で作成することができ、学校現場に

おける指導案作りの重要性が理解でき、学校現場
で十分に応用できる能力を身につけることができ
たか。 

事前学習 
これまでの一連の模擬授業を思い出し、新し
い指導案を考える。 

事後学習 

体育科学習指導案の書き方の基本を押さえ、

実際の現場で生かせることできるよう確認

する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 多文化コミュニケーション （2単位） 

３．科目番号 

GELA1336 

GELA1329 

GELA1136 

JNGL2309 
２．授業担当教員 志手 和行 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
多文化理解入門を受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

1. 多文化コミュニケーションを構成する基本概念とそのしくみについて理解する。 
2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につける。 
3. グローバル時代の多文化コミュニケーションの役割と多文化共生の在り方について自分の意見を発信で

きる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

1．事前学習課題として指定された教科書の課題を実施した上で授業に臨むこと。 

2．事後学習課題では、授業内で扱った内容の理解を定着できるよう教科書を再度よく読み、各章に応じて作

成された「振り返りプリント」に取り組むこと。 

3．グループ発表は、「グローバル時代の多文化コミュニケーション」をテーマとして1グループ5人を限度と

して10分程度の発表をグループで行うこととする。詳細は授業時に説明する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

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

【参考書】授業時に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につけることができたか。 

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

きたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

グローバル化の進展に伴い、異文化・多文化理解は今後益々重要視されることとなる。「文化」という用語に

我々は日常当たり前のように接するが、それを定義することは容易でない。よって「異文化・多文化とは何

か」という問いは非常に深い思考を必要とする。この授業では、実生活における例を豊富に参照しながら異

文化・多文化理解がより身近なものとなるように目指していく。自身の経験を振り返りながら受講生同士で

共有する過程を重要視するので、積極的な授業参加を期待する。 

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 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 

教科書の「はじめに」と目次を読み、異文化

コミュニケーションについて考えてみる。 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 自己紹介 1：自由に自分を紹介する 

事前学習 1分間で自己紹介できるよう準備してくる。 

事後学習 
他の学生の自己紹介内容と気づいた点をま

とめ整理しておく。 

第３回 
第 1章 異文化コミュニケーションとは １：新しい常識

とステレオタイプ(pp.9-16) 

事前学習 

教科書 pp.9-16の「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を教科書または

ノートに書き込んでおく。 

事後学習 
授業で学んだことを振り返りプリントに記

入する。 

第４回 
第 1 章 異文化コミュニケーションとは 2：異文化理解

への態度(pp.17-21) 

事前学習 

pp.17-21の「セルフチェック」と「ステップ

アップエクササイズ」を教科書またはノート

に書き込んでおく。 

事後学習 
授業で学んだことを振り返りプリントに記

入する。 

第５回 
第 1 章 異文化コミュニケーションとは 3:文化とコミ

ュニケーション(pp.22-35) 

事前学習 

pp.22-35の「セルフチェック」と「ステップ

アップエクササイズ」を教科書またはノート

に書き込んでおく。 

事後学習 
授業で学んだことを振り返りプリントに記

入する。 



 

 

第６回 自己紹介 2：お互いの文化を紹介し合う 

事前学習 
今まで学んだことを参考に 1分間で自分の文

化について紹介できるよう準備してくる。 

事後学習 
様々な学生の自文化紹介内容と気づいた点

を振り返りプリントに記入する。 

第７回 
第 2 章 コミュニケーションスタイル：自己開示とパラ

言語(pp.46-57) 

事前学習 

pp.46-57の「セルフチェック」と「ステップ

アップエクササイズ」を教科書またはノート

に書き込んでおく。 

事後学習 

様々な文化のコミュニケーションスタイル

について気づいたことを振り返りプリント

に記入する。 

第８回 
第 3 章 言語コミュニケーション 1：ほめ方・叱り方・

謝り方(pp.61-72) 

事前学習 

pp.61-72の「セルフチェック」と「ステップ

アップエクササイズ」を教科書またはノート

に書き込んでおく。 

事後学習 
ほめ方・叱り方・謝り方の多様性について気

づいたことを振り返りプリントに記入する。 

第９回 
第 3 章 言語コミュニケーション 2：自己紹介と誘い

方・断り方(pp.73-77) 

事前学習 

pp.73-77の「セルフチェック」と「ステップ

アップエクササイズ」を教科書またはノート

に書き込んでおく。 

事後学習 

自己紹介や誘い方・断り方の多様なスタイル

について気づいたことを振り返りプリント

に記入する。 

第１０回 
自己紹介 3：自己のコミュニケーションスタイルを意識

しながら自己紹介し合う 

事前学習 

自分のコミュニケーションスタイルを意識

しながら 1分間で自己紹介できるよう準備し

てくる。 

事後学習 

お互いの自己紹介を通し気づいたコミュニ

ケーションスタイルの文化多様性について

振り返りプリントに記入する。 

第１１回 第 4章 非言語コミュニケーション(pp.81-100) 

事前学習 

pp.81-100 の「セルフチェック」と「ステッ

プアップエクササイズ」を教科書またはノー

トに書き込んでおく。 

事後学習 

非言語コミュニケーションの文化多様性に

ついて気づいたことを振り返りプリントに

記入する。 

第１２回 第 5章 価値観(pp.103-113) 

事前学習 

pp.103-113の「セルフチェック」と「ステッ

プアップエクササイズ」を教科書またはノー

トに書き込んでおく。 

事後学習 
価値観の文化多様性について気づいたこと

を振り返りプリントに記入する。 

第１３回 
第 7 章  異文化コミュニケーションスキル  1: 

(pp.137-149) 

事前学習 

pp.137-149の「セルフチェック」と「ステッ

プアップエクササイズ」を教科書またはノー

トに書き込んでおく。 

事後学習 

D.I.E.メソッドとアサーティブ・コミュニケ

ーションについて学んだ内容を振り返りプ

リントに記入する。 

第１４回 
第 7 章  異文化コミュニケーションスキル  2: 

(pp.150-157) 

事前学習 

pp.150-157の「セルフチェック」と「ステッ

プアップエクササイズ」を教科書またはノー

トに書き込んでおく。 

事後学習 
エポケーについて学んだ内容を振り返りプ

リントに記入する。 

第１５回 グループ発表 

事前学習 
グループ発表のリハーサルをして本番に備

える。 

事後学習 
自分のグループと他グループの発表で得た

学びについて整理しておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域看護学 （2単位） 

３．科目番号 EDHE3315 

２．授業担当教員 鈴木 路子 

４．授業形態 
講義、ディスカッション、インタビュー調査、発表、グループ学習

等 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「衛生学」「公衆衛生学」を履修条件とする 

７．講義概要 

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

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

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

と同意語である。 

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

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

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

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

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

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

れぞれの専門性を発揮する能力を養う。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになることを学習目標とします。 

１ 地域看護の理念・目的、対象、方法の概要を理解する。 

２ 地域における健康教育について理解する。 

３ 学校保健と地域保健の連携について理解する。 

４ 子どもの権利条約を通して子どもの権利をより深く理解する。 

５ 一人親家庭の生活実態や子どもを巡る諸問題について理解する。 

６ 地域ネットワークについて面接調査を計画し実践する方法を学ぶ。 

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

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

護教諭に求められる役割と機能を充分に理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

A4／1000字程度 提出期限は次週の授業時提出 

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

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

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

課題4 養護教諭をめざすために、社会福祉を学ぶ意義と目的について考察する 

課題5 子供の権利条約を精読し日本に与えた影響について考察する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

1・鈴木路子編著『公衆衛生看護ノート』教育家庭新聞社,2014 

2・岩波ジュニア新書『子どもの権利条約』岩波書店、2013年 3月 

【参考書】 

東京福祉大学編 『教職科目要説』（中等教育編）ミネルヴァ書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．地域看護の理念・目的、対象、方法の概要を理解することができたか。 

２．地域における健康教育について理解できたか。 

３．学校保健と地域保健の連携について理解できたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

上記のほかに、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の修得の条件とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

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

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

13．オフィスアワー 授業前後の時間帯 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

地域看護とは何か－公衆衛生における地域看護（地域保

健）活動の役割と意義－ 

課題１：地域看護活動の目的・対象・方法及び必要とさ

れる能力についてまとめる 

事前学習 
教科書Ⅰ 序章を読み、地域看護学（公衆衛

生看護学）の全体像を把握する 

事後学習 

学校看護と地域看護の役割、連携を認識し、

具体的な目的・対象・方法を自らの言葉で表

現する 

第２回 

地域社会と地域看護の考え方－人の暮らしと健康 

課題２：地域社会と地域看護について考え、地域住民の

健康の把握方法についてまとめる 

事前学習 教育実習先の地域社会を想定する 

事後学習 
地域保健法を基盤に行われる地域住民の健

康把握の方法を整理する 



 

 

第３回 

地域における健康教育 

課題３：学校における健康教育と地域における健康教育 

を対比しながら指導案を作成する 

事前学習 
教科書Ⅱ第 3部学校健康教育と地域における

健康教育を読み、想定する 

事後学習 具体的に指導案を作成し実践する 

第４回 
学校保健と地域保健の連携（１）感染症対策、健康危機

管理対策 

事前学習 
地域の保健センター・保健所等を訪問し、資

料を収集する 

事後学習 
各種情報を入手分析、まとめ、討論を行った

結果をまとめる 

第５回 

学校保健と地域保健の連携（２）性教育、母子保健対策 

課題４：地域保健法・母子保健法・学校保健法等関連す

る法律を精読し重要な条文を整理する 

事前学習 
保健師と養護教諭の連携について支援事例

を調べておく 

事後学習 思春期保健対策として課題解決策を考える 

第６回 

学校保健と子ども家庭福祉の連携 

第１章 子ども家庭支援と社会福祉 

第２章 子ども家庭を取り巻く社会状況 

課題５：養護教諭をめざす人が社会福祉を学ぶ意義と目

的について考察する 

事前学習 
教科書第１・2 章を読み、学校保健の基盤と

して、子ども家庭福祉の重要性を認識する 

事後学習 
支援者として子どもに対峙するときの基本

的姿勢について考察する 

第７回 

第３章 社会福祉の理念と権利保障 

１．子どもの権利保障の歩み 

２．子どもの権利の特徴 

３．子どもの権利に関する条約 

課題６：子どもの権利条約を精読し、日本に与えた影響

について考察する 

事前学習 
子どもの権利条約を読み、子どもの権利と生

命・生活・生存の重要性を認識する 

事後学習 

子どもの権利条約について、その時代的背

景、条約制定の意義と目的、内容についてま

とめる 

第８回 

４．子どもを養育する権利と義務 

課題７：親権とは何か、親権を巡る問題について、法律

の改正も含めて動向を整理しまとめる 

事前学習 
教科書第３章を読み、子どもを養育する親の

権利と義務について理解を深める 

事後学習 
「ハーグ条約」とは何か、日本が加盟するこ

との意義と問題点についてまとめる 

第９回 
第４章 子ども家庭福祉にかかわる法体系 

児童福祉法・児童福祉を直接支える法律・関連する法律 

事前学習 
教科書第４章を読み、子ども家庭福祉の法体

系の全体像を把握する 

事後学習 児童虐待対策とその課題についてまとめる 

第１０回 

第８章 子ども家庭福祉と地域ネットワーク 

１．虐待防止ネットワークの広がり 

２．要保護児童対策地域協議会、設置の効果・課題 等 

３．出身市町村の現況調査の方法と計画を立てる 

事前学習 
教科書第８章を読み、地域ネットワークとそ

の必要性を理解する 

事後学習 
出身地市区町村の要保護児童対策地域協議

会の現状と課題を情報収集する 

第１１回 

第５章 子ども家庭福祉にかかわる専門職 

１．専門職との協働 

２．教育機関の福祉専門職 

３．児童福祉領域の福祉専門職 等 

事前学習 
教科書第５章を読み、子ども家庭福祉にかか

わる専門職とその機能を理解する 

事後学習 

養護教諭が連携を深めておく必要のある専

門職と連携する際の留意点についてまとめ

る 

第１２回 

第６章 児童の社会的養護サービス 

１．社会的養護とは何か 

２．社会的養護にかかわる機関、施設 等 

事前学習 
教科書第６章を読み、社会的養護とその今日

的課題を理解する 

事後学習 
里親制度の意義と現状、問題点についてまと

める 

第１３回 

第７章 ひとり親家庭への支援 

１．ひとり親家庭の概念 

２．ひとり親家庭の状況 

３．ひとり親家庭に対する社会的支援施策 

事前学習 
教科書第７章を読み、ひとり親家庭の現状に

ついて理解を深める 

事後学習 
父母の離婚が子どもの心身に与える影響に

ついて、近年の動向も踏まえて考察する 

第１４回 

要保護児童対策地域協議会についての現況調査の成果

発表 

１．現況調査の結果をグループで話し合い整理する 

２．グループ発表する 

事前学習 

地域ネットワークの現状と課題について各

自実施した現況調査の結果をレポートにま

とめる 

事後学習 
地域協議会への養護教諭の関わり方を考察

する 

第１５回 

第９章 子ども家庭支援の実際 

事例１：虐待事例への支援 

事例２：不登校事例への支援 

事前学習 
教科書第９章を読み、子ども家庭支援の具体

的実践事例を知る 

事後学習 
事例２について、支援の長期目標と短期目標

を立案する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP2104 

SBMP2104 

SCMP2104 

SPMP2104 

SNMP2304 

PSMP2404 

２．授業担当教員 佐藤 惟 

４．授業形態 講義、グループディスカッション・作業及び発表 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

地域福祉の基本的な考え方、主体と対象、係る組織、団体及び専門職や地域住民、地域福祉の推進方法を
学ぶとともに、地域援助技術としてのコミュニティワーク、コミュニティソーシャルネットワークの実践方

法を身につける。 

８．学習目標 

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

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

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

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

ータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解し説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

概ね6～8回に1回のペースで行われる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』中央法規出版。 
【参考書】 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

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

いて理解する。 

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

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

○評定の方法 

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

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

は上記の目的のため、下記の事を守ることが期待されている。 

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

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

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

を必ず教師に書面をもって報告すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。 

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

定の有無にかかわらず、積極的な参加が望まれる。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバス、講義概要、試験に

ついての説明等、その他） 

事前学習 事前に講義概要について目を通しておく。 

事後学習 地域福祉論のねらいについてまとめる。 

第２回 コミュニティソーシャルワークの考え方；映像視聴 

事前学習 
コミュニティソーシャルワーク、社会福祉協議会

について、インターネット等で調べておく。 

事後学習 
コミュニティソーシャルワークについて復習す

る。教科書 pp.134～142 を読む。 

第３回 
コミュニティソーシャルワークの展開とシステム、

方法 

事前学習 教科書 pp.143～155 を読む。 

事後学習 地域アセスメントの方法についてまとめる。 

第４回 
専門他職種のチームアプローチとコミュニティソー

シャルワーク、専門職と住民の関係；映像視聴  

事前学習 教科書 pp.156～172 を読む。 

事後学習 専門職と住民の関係について復習する。 

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

事後学習 福祉圏域の考え方について復習する。 

第６回 地域コミュニティ型組織とアソシエーション型組 事前学習 教科書 pp.52～56 を読む。 



 

 

織；確認テスト① 
事後学習 

地域コミュニティ型組織とアソシエーション型

組織について復習する。 

第７回 
地域福祉の実施主体①自治会・町内会と孤立死問

題；グループ分け 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 町内会・自治会の仕事についてまとめる。 

第８回 孤立死問題と個人情報保護；映像視聴 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 孤立死問題についてまとめる。 

第９回 
地域福祉の実施主体②民生委員・児童委員、保護司；

映像視聴 

事前学習 教科書 pp.116～125 を読む。 

事後学習 民生委員・児童委員についてまとめる。 

第１０回 
地域福祉の実施主体③社会福祉法人、NPO 法人、コ

ミュニティビジネス 

事前学習 教科書 pp.101～115 を読む。 

事後学習 社会福祉法人と NPO 法人についてまとめる。 

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

事後学習 社会福祉協議会についてまとめる。 

第１２回 
外部講師による講演：社会福祉協議会による仕事の

実際 

事前学習 教科書 pp.89～100 を読む。 

事後学習 講演を聞いて学んだことをまとめる。 

第１３回 
地域福祉の実施主体⑤地域包括支援センターと地域

包括ケアシステム；映像視聴 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 地域包括支援センターについてまとめる。 

第１４回 
地域福祉の実施主体⑥子育て世代包括支援センタ

ー；確認テスト② 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 子育て世代包括支援センターについてまとめる。 

第１５回 地域福祉計画と地域福祉活動計画 

事前学習 教科書 pp.78～88 を読む。 

事後学習 
地域福祉計画と地域福祉活動計画の違いについ

て復習する。 

第１６回 地域における福祉ニーズの把握方法と実際 

事前学習 教科書 pp.240～252 を読む。 

事後学習 
質的な福祉ニーズと量的な福祉ニーズについて

まとめる。 

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

事後学習 ガバメントとガバナンスの違いを復習する。 

第１８回 地域における福祉サービスの評価方法と実際 

事前学習 教科書 pp.281～298 を読む。 

事後学習 
自分の住む地域で福祉サービスの評価を行う組

織について調べてみる。 

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

事後学習 セツルメント運動についてまとめる。 

第２０回 
日本における地域福祉理論の発展と広がり；グルー

プ発表② 

事前学習 教科書 pp.36～46 を読む。 

事後学習 
わが国における地域福祉の理論の類型について

ノートにまとめる。 

第２１回 
海外における地域福祉の発展過程①イギリス；グル

ープ発表③ 

事前学習 教科書 pp.314～322 を読む。 

事後学習 イギリスの地域福祉の発展過程をまとめる。 

第２２回 
海外における地域福祉の発展過程②アメリカ；グル

ープ発表④；確認テスト③ 

事前学習 教科書 pp.323～328 を読む。 

事後学習 アメリカの地域福祉の発展過程をまとめる。 

第２３回 

災害支援と地域福祉①災害支援の考え方、災害支援

の実際、非日常の支援から日常の支援へ；グループ

発表⑤ 

事前学習 教科書 pp300.～312 を読む。 

事後学習 災害支援についてまとめる。 

第２４回 
災害支援と地域福祉②福祉避難所について；映像視

聴；グループ発表⑥ 

事前学習 教科書 pp300.～312 を読む。 

事後学習 福祉避難所についてまとめる。 

第２５回 
生活困窮者自立支援制度と地域福祉①制度の概要、

事例；グループ発表⑦ 

事前学習 教科書 pp.14～20 を読む。 

事後学習 生活困窮者自立支援についてまとめる。 

第２６回 
生活困窮者自立支援制度と地域福祉②子どもの貧

困；映像視聴；グループ発表⑧ 

事前学習 教科書 pp.14～20 を読む。 

事後学習 映像から学んだことをまとめる。 

第２７回 
介護保険制度と地域福祉①在宅での看取りに向けた

支援 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 地域包括ケアシステムについてまとめる。 

第２８回 
外部講師による講演：介護保険制度と地域福祉②地

域包括ケアシステム構築に向けた取り組み 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 講演を聞いて学んだことをまとめる。 

第２９回 
地域福祉に関する今後の課題①「わが事・丸ごと」

地域共生社会；確認テスト④ 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
「わが事・丸ごと」地域共生社会についてまとめ

る。 

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

事後学習 これまでの授業内容を復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知覚・認知心理学 （4単位） 

３．科目番号 PSMP2115 

２．授業担当教員 加藤 宏一 

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 

 認知心理学は“知”の働きを中心にして、人間の心のしくみを、情報処理という枠組みにもとづいて明ら

かにしていこうとする心理学の一分野である。本講義では、特に感覚、知覚、注意、記憶、思考などの領域
を概観する。また、心の働きを科学的に解明しようとする手法や考え方について学習するとともに、上記領
域における最新の知識を習得する。 

８．学習目標 

1.感覚、知覚、注意、記憶、思考等の機序およびその障害について基礎的な知識を習得する。 

2.認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができる。 

3.日常生活の身近な問題に、習得した認知心理学的手法を適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 

学習内容や演習課題のまとめとして、随時、小レポートを書いてもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】服部雅史、小島治幸、北神慎司（著）『基礎から学ぶ認知心理学』有斐閣ストゥディア、2015年。 

【参考書】必要に応じて他のテキストや論文を授業で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.感覚、知覚、注意、記憶、思考等の機序およびその障害について基礎的な知識を習得できているか。 

2.認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができるか。 

3.日常生活の身近な問題に、習得した認知心理学的手法を適用することができるか。 

○評定の方法 

下記の規準を基に、本学規定に沿って評価を行う。 

平常点(授業態度・授業への参加など) 30％ 

課題(テスト・レポート・発表など)  70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 人間の「知」を研究対象とする認知心理学は、皆さんが心理学に対して抱いているイメージ（「心」を対象

とした学問）とは随分と違うかも知れません。内容的にも、やさしい領域ではありませんが、学習内容を日

常・社会場面にどう生かすかを意識して、積極的に学習に取り組んでくれることを期待しています。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 導入：認知心理学とは 
事前学習 教科書【10章】を読む。 

事後学習 認知心理学の特徴についてまとめる。 

第２回 認知心理学の研究方法・研究テーマ 
事前学習 教科書【1章】を読む。 

事後学習 研究方法・研究テーマについてまとめる。 

第３回 感覚のしくみ 
事前学習 教科書【2章 pp.21-35】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第４回 感覚の特徴 
事前学習 教科書【2章 pp.35-44】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第５回 知覚のしくみ 
事前学習 教科書【3章 pp.45-56】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第６回 知覚の特徴 
事前学習 教科書【3章 pp.61-70】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第７回 注意のしくみ 
事前学習 教科書【3章 pp.56-61】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第８回 注意の特徴 
事前学習 教科書【3章 pp.56-61】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第９回 記憶の基礎：記憶のモデル 
事前学習 教科書【4章 pp.71-75】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１０回 記憶の基礎：記憶の分類と特徴 
事前学習 教科書【4章 pp.71-75】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１１回 記憶の基礎：短期記憶とワーキングメモリ 
事前学習 教科書【4章 pp.75-81】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１２回 記憶の基礎：長期記憶 
事前学習 教科書【4章 pp.81-89】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１３回 記憶の展開：忘却と抑制 
事前学習 教科書【5章 pp.91-95】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１４回 記憶の展開：日常の記憶 
事前学習 教科書【5章 pp.96-106】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１５回 中間のまとめ：感覚、知覚、注意 
事前学習 感覚、知覚、注意の復習を行う。 

事後学習 理解度を確認し、不十分な事柄を復習する。 



 

 

第１６回 中間のまとめ：記憶の基礎、記憶の発展 
事前学習 記憶の基礎、記憶の発展の復習を行う。 

事後学習 理解度を確認し、不十分な事柄を復習する。 

第１７回 概念と知識 
事前学習 教科書【6章 pp.107-113】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１８回 スキーマ理論 
事前学習 教科書【6章 pp.113-116】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１９回 メタ認知：モニタリング 
事前学習 教科書【6章 pp.116-122】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２０回 メタ認知：コントロール 
事前学習 教科書【6章 pp.116-122】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２１回 問題解決のしくみ 
事前学習 教科書【7章 pp.123-130】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２２回 問題解決の特徴 
事前学習 教科書【7章 pp.123--130】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２３回 推論：演繹と帰納 
事前学習 教科書【7章 pp.131-144】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２４回 推論：特徴とバイアス 
事前学習 教科書【7章 pp.131-144】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２５回 判断と意思決定：効用理論 
事前学習 教科書【8章 pp.145-150】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２６回 判断と意思決定：確率の判断 
事前学習 教科書【8章 pp.150-157】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２７回 判断と意思決定：文脈と感情 
事前学習 教科書【8章 pp.158-166】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２８回 潜在認知：サブリミナル効果 
事前学習 教科書【9章 pp.167-175】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２９回 潜在認知：意識－無意識 
事前学習 教科書【9章 pp.175-1】を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第３０回 半期の講義の振り返りと到達度の確認 
事前学習 半期の講義内容の要点をまとめておく。 

事後学習 理解が不十分な事柄を復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知的障害教育Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3449 
SNMP3449 
SCMP3449 

SBMP3449 
SSMP3449 
SSMP3349 

２．授業担当教員 立松 英子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
知的障害教育Ⅰを踏まえて行ないます。 

７．講義概要 

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

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

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

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

８．学習目標 

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

① 知的障害者を取り巻く様々な社会事情。 

② 各種教育計画の作成。 

③ 知的障害の実態把握・アセスメント。 

④ 教材・教具の意義や工夫。 

⑤ 「各教科等を合わせた指導」の法的根拠やねらい・内容を授業に生かす。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第7回から第10回において、「各教科等を合わせた指導」についての模擬授業を行う。 

・児童生徒の実態を決め、グループで役割分担をして、教材教具を工夫し、指導案を提出してください。 

・指導案は、展開部分は共通でも、「指導観（題材観、児童生徒観、教材観）」の部分を各自考えて、全員

が提出してください。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】特になし。春期の教科書「キーワードブック 特別支援教育」を常に見直すこと。 

【参考書】①日本発達障害福祉連盟編『発達障害白書 2020年版』明石書店、2019年。 

プリントして話題にします。 

②文部科学省『教育支援資料』 

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

③文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部･小学部・中学部)  

（平成 30年 3月）』開隆堂  

④文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部) 

（平成 30年 3月）』 開隆堂 

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

（平成 30年 3月）』 開隆堂  

（③~⑤は、「知的障害教育Ⅰ」と共通する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

培うことができたか。 

○評定の方法 

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

１ 模擬授業（発表態度、内容）       総合点の３０％ 

２ 授業での態度              総合点の２０％ 

３ 論文課題・期末試験           総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

①春期の内容をふまえて講義・演習を実施しますので、春期の教科書を振り返りながら参加してください。 

②知的障害教育の教師には、人を大切にする姿勢、相手を主役として活躍させる姿勢、不測の事態に柔軟に

対応する知識と技能が必要です。集団活動を組織・計画し創造する能力が特に必要です。授業だけでなく

人と関わるさまざまな体験を積み、人間性豊かな教師をめざしてください。 

③授業では、障害のある子どもたちを託せるかどうかという視点で皆さんを見ています。現場に出たときの

自分をイメージしながら発表や演習を行って下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション／知的障害者を取り巻く世界 

事前学習 
「知的障害教育Ⅰ」で学んだ内容を振り返っ

ておく 

事後学習 
模擬授業を行なうための仲間作りや下調べ

をしておく。 

第２回 

特別支援教育に関する最近の動向 

＊外部講師（特別支援教育コーディネーター）を依頼す

る。 

事前学習 
「埼玉の特別支援教育」を読んで、疑問点を

挙げておく。 

事後学習 
自分の出身都道府県の「特別支援教育」に Web

で調べておく。 

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


 

 

第３回 知的障害教育における各種教育計画 

事前学習 
春期の教科書で、「個別の教育支援計画」、「個

別の指導計画」を読んでおく。 

事後学習 
上記計画の作成が義務化されている根拠を

学習指導要領解説で確認しておく。 

第４回 知的障害特別支援学校における学習指導案づくり 
事前学習 

春期の教科書で、「指導案作り」、「評価と記

録」を読んでおく 

事後学習 グループで、模擬授業の計画を立てる 

第５回 実態把握とアセスメント 

事前学習 
春期の教科書で、「発達検査・診断」を読ん

でおく 

事後学習 
学習したアセスメント方法を自分でできる

ようになっておく。 

第６回 知的障害児の発達支援と教材・教具 

事前学習 
春期の教科書で、「障害児教育における教材･

教具」を読んでおく。 

事後学習 
教材・教具をなぜ使うかについて説明できる

ようにしておく。 

第７回 生活単元学習の実際と指導計画 

事前学習 
春期の教科書で、「生活単元学習」を読んで

おく。 

事後学習 
「生活単元学習」の模擬授業を見て気づいた

ことをまとめる。 

第８回 日常生活の指導の実際と指導計画 

事前学習 
春期の教科書で、「日常生活の指導」を読ん

でおく。 

事後学習 
日常生活の指導」の模擬授業を見て気づいた

ことをまとめる。 

第９回 作業学習の実際と指導計画 

事前学習 春期の教科書で、「作業学習」を読んでおく。 

事後学習 
「作業学習」の模擬授業を見て気づいたこと

をまとめる。 

第１０回 自立活動の概念理解と指導計画 

事前学習 春期の教科書で、「自立活動」を読んでおく。 

事後学習 
自立活動の 6 区分 26 項目について説明でき

るようにしておく。 

第１１回 行動障害への対応 

事前学習 
春期の教科書や「教育支援資料」で、ASD や

ADHDに関する部分を読んでおく。 

事後学習 
ADHDや ASDの行動障害への対応のポイントを

まとめておく 

第１２回 交流及び共同学習 

事前学習 
春期の教科書で、「交流及び共同学習」を読

んでおく。 

事後学習 

「交流及び共同学習」の法的根拠や、「副籍

制度」、「支援籍制度」について説明できるよ

うにしておく。 

第１３回 キャリア教育と就労支援 

事前学習 

春期の教科書で、「キャリア教育・進路指導」

「障害者のライフステージと教育・福祉」を

読んでおく。 

事後学習 
「キャリア教育」とは何か、理念や法的根拠

について説明できるようにしておく。 

第１４回 学校組織における危機管理 

事前学習 
特別支援学校で起こる「危機」とは何か、考

えておく。 

事後学習 
「通常の危機」と「災害時の危機」について

教師の役割を考えておく。 

第１５回 
知的障害教育の教育課題 

（まとめ） 

事前学習 
配布されたプリントについて、自分の考えを

まとめておく。 

事後学習 
提示された試験のポイントを再確認してお

く。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 中国の文化と言語Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1314 

GECM1324 
２．授業担当教員 秋谷 幸治 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
中国の文化と言語Ⅰの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

のことを通して、日本に身を置くわたしたちの暮らしや考え方と比べてみる。 

８．学習目標 

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

2.中国語で書かれた、ある程度まとまった文章を理解できる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【宿題】 

 授業前にテキストの例文を 7回以上 音読練習しておいてください。 

【レポート課題】 

 日本に伝わった中国の食文化について各自レポートし、15回目に提出してください。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

最新版 塚本慶一監修 劉穎著『１年生のコミュニケーション中国語』白水社 2015。 

※中国の文化・風俗習慣については、プリントを配付して学習します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

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

2.中国語で書かれた、ある程度まとまった文章を理解できたか。 

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

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

○評定の方法 

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

1.授業への積極的な参加 総合点の 30% 

2.小テスト       総合点の 40% 

3.課題レポート     総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

語学を修得するには、とにかく声を出すことが大切です。授業では間違いを恐れず、大きな声で発音するよ

うに心がけよう。理解できなかったことや質問があったら、遠慮なく来て下さい。 

13．オフィスアワー 授業終了後、教員控え室に来て下さい。 

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 

中国語について知ろう 

中国で使われる漢字（簡体字と繁体字）、発音表記

の仕方（ピンイン）などについて復習します。 

事前学習 シラバスをよく読んでおく。 

事後学習 
授業内で配布したプリント「中国語とは？」を繰り

返し読み直しておく。 

第２回 
発音の復習① 単母音・子音・声調の復習 

【中国の生活を知ろう】中国の学校制度 

事前学習 テキスト pp.6～9を繰り返し読んでおく。 

事後学習 自分の名前を中国語で 10回以上音読しよう。 

第３回 発音の復習② 複母音・鼻母音・軽声の復習 
事前学習 テキスト pp.6～9を繰り返し読んでおく。 

事後学習 自分の名前を中国語で 10回以上音読しよう。 

第４回 

どこにありますか 

場所指示代名詞などの使い方について練習しま

す。【中国の生活を知ろう】中国の交通事情 

事前学習 
テキスト pp.28～29 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.28の会話文を 7回以上音読練習する。 

第５回 
何がありますか 

動詞“有”などの使い方について練習します。 

事前学習 
テキスト pp.32～33 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.32の会話文を 7回以上音読練習する。 

第６回 第 1～5回の総復習、小テスト 

事前学習 
テキスト pp.28～33 を読み直し、小テストに向けて

総復習をしておく。 

事後学習 
小テストで答えられなかった部分を復習しておこ

う。 

第７回 

ホテルにチェックイン 

完了を表す“了”などの使い方について練習しま

す。【中国の生活を知ろう】中国の住宅事情 

事前学習 
テキスト pp.36～37 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.36の会話文を 7回以上音読練習する。 

第８回 

何時に行きますか 

経験を表わす“過”などの使い方について練習し

ます。 

事前学習 
テキスト pp.40～41 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.40の会話文を 7回以上音読練習する。 

第９回 

タクシーに乗る 

前置詞“従”、“到”などの使い方について練習

します。【中国の生活を知ろう】中国の若者文化 

事前学習 
テキスト pp.44～45 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.44の会話文を 7回以上音読練習する。 

第１０回 

試着と支払い 

助動詞“可以”などの使い方について練習しま

す。 

事前学習 
テキスト pp.48～49 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.48の会話文を 7回以上音読練習する。 



 

 

第１１回 第 7～10回の総復習、小テスト 

事前学習 
テキスト pp.36～49 を読み直し、小テストに向けて

総復習をしておく。 

事後学習 
小テストで答えられなかった部分を復習しておこ

う。 

第１２回 中国映画を見よう 
事前学習 付属 CDを使ってリスニングの練習をしておく。 

事後学習 聞き取れた言葉をまとめてみよう。 

第１３回 
中国の食文化を学ぼう①（グループ学習） 

【日本に伝わる中国の食文化―麺類】 

事前学習 
事前に配布した「中国の食文化を学ぼう！」の№1

のプリントをよく読んでおくこと。 

事後学習 
中国から伝わった麺類にどのようなものがあるの

か、自分で調べてみよう。 

第１４回 
中国の食文化を学ぼう②（グループ学習） 

【日本に伝わる中国の食文化―お菓子】 

事前学習 
事前に配布した「中国の食文化を学ぼう！」の№2

のプリントをよく読んでおくこと。 

事後学習 
中国から伝わったお菓子にどのようなものがあるの

か、自分で調べてみよう。 

第１５回 
中国の食文化を学ぼう③（グループ学習） 

【日本に伝わる中国の食文化―お茶】課題提出 

事前学習 
事前に配布した「中国の食文化を学ぼう！」の№3

のプリントをよく読んでおくこと。 

事後学習 
中国から伝わったお茶にどのようなものがあるの

か、自分で調べてみよう。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 聴覚障害者の言語障害指導 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3458 

SCMP3458 

SBMP3458 

SNMP3458 
２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

聴覚障害の検査法についてのレポート（1000～1200字） 

10．教科書・参考書・
教材 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．聴覚障害者の病理･心理・発達特性について、基礎的知識を身に付けたか。 

２．聴覚障害者への適切な教育について基礎的知識を身に付けたか。 

３．主体的な発言・取組をし、協調性を発揮して授業に参加できたか 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業への積極的参加        総合点の５０％ 

２ レポート             総合点の２０％ 

３ 期末試験             総合点の３０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

13．オフィスアワー 講義開始前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

事前学習 耳の構造をネットや書籍で調べておく。 

事後学習 耳の構造を確実に覚える。 

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

事前学習 難聴の種類について調べておく。 

事後学習 難聴の種類を確実に覚える。 

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

事前学習 チームを結成してラポールを作っておく。 

事後学習 疑似体験の感想をまとめる。 

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

事前学習 チーム内で会話をする内容を決めておく。 

事後学習 どの会話が聞き取りにくいかまとめる。 

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

事前学習 聞き取りにくい内容を確認しておく。 

事後学習 疑似体験の総合的感想をまとめる。 

第６回 
聴覚障害の補償 
（補聴器、視覚的情報の利用） 

事前学習 補聴器や人工内耳について調べておく。 

事後学習 補聴器や人工内耳について覚える。 

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

事後学習 多様なコミュニケーションを確認する。 

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

事後学習 口話法について確認しておく。 

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

事後学習 手話について確認しておく。 

  



 

 

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

事前学習 トータルコミュニケーションについて調べる。 

事後学習 トータルコミュニケーションについて確認する。 

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

事後学習 聴覚特別支援学校の教育課程について確認しておく。 

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

事後学習 教育相談について確認しておく。 

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

事後学習 幼稚部教育要領と留意点 

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

事後学習 裁判事例をまとめる。 

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

事後学習 全般的な留意点についてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 重複障害・LD等教育総論 （2単位） 

３．科目番号 

SNMP3454 

SCMP3454 

SBMP3454 

SSMP3454 

SSMP3354 

２．授業担当教員 上田 征三 

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。※可能
であれば当事者または保護者による講話の機会を設ける。また重複
障害については補講期間に関連施設の見学会なども予定している。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「障害児教育論」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

2012 年の調査で改めて発達障害傾向の児童生徒が全体の 6.5％存在する、と明らかになった。その存在が
年々クローズアップされる発達障害児だが、普通教育においては理解がなかなか進まない。また特別支援学
校にもこの傾向がある児童生徒が増えつつあり、学校の枠を超えて発達障害児への対応が重視されている。

発達障害に関わる基礎知識から指導技術までを網羅し、学校現場で彼らをどう支援し、その特性を伸ばして
いくか、について実際のケースに触れながら具体的に指導していく。また障害の重度化・多様化が進む中で
様々な障害を併せ持つ児童生徒も急増している。併せて重複障害についても説明していきたい。またスライ

ドや画像、動画、独自の資料を多用し、グループディスカッションも活用する。本講座では、重度･重複障害、
LD等発達障害の特性を学び、個に応じた発達支援が行える指導実践力を兼ね備えた教員をめざす。 

８．学習目標 

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

４．高機能自閉症、アスペルガー障害の特徴および支援のあり方を理解し、説明することができる。 
５．発達障害のある児童生徒へのコミュニケーション支援のあり方を学ぶ。 
６．発達障害のある児童生徒に対する教育の特質について理解し、説明することができる。 

７．特別支援学校現場における重度・重複障害児への対応について理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容に沿った小テストを13回実施（到達度評価）する。 

２．到達度に至るまで小テストを実施し、未達成者にはレポート（手書き）を課す。 

３．小テストや配付プリントが閉じられるようなノート兼用のバインダーを必ず準備する。 

４．予習時、授業時、復習時でアンダーラインを引き書き込みをするペンの色を使い分ける事を勧める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

杉野学編著『特別支援教育概論』大学図書出版、2019。 

【参考書】 

杉野学・上田征三編著『初めて学ぶ知的障害児の理解と指導』大学図書出版、2020。 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．発達障害、重複障害に関する特性を理解し、支援の在り方を説明できるか。 

２．発達障害、重複障害児に対する指導実践力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（総合点の 40％） 

３ 課題レポート（総合点の 30％） 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業中に携帯、私語、居眠り、飲食などをしないこと。  

２．教室を散らかしたり机を汚したりしないこと。 

３．マナーを守り、大学生としての学習体制を確立すること。 

13．オフィスアワー 授業以外の時間（予約をお願いすることもある）※月曜日は都合がつきやすい。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション&発達障害につい

て 

―その定義、法制度、課題等― 

事前学習 
当日配布する資料をよく読み、発達障害の主な種類について知

り、答えることができるようにノートにまとめる。 

事後学習 
発達障害の全般的な情報について授業中に配布した穴埋め問

題をやり直し再確認しノートにまとめる。 

第２回 
発達障害総論 

―発達障害の基本的共通事項― 

事前学習 
前時に配布するスライド資料を読み ICFと発達障害の関係につ

いて知り、理解し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 
各種の発達障害に共通する情報について授業中に実施した小

テストをやり直しながら再確認しノートにまとめる。 

第３回 

発達障害の原因、診断、治療等につい

て 

―脳科学と医療的理解から― 

事前学習 

脳科学的見地から見る発達障害について資料を事前に配布す

るので、発生要因などについて読んで理解し、その要約をノー

トにまとめる。 

事後学習 
脳科学について授業中に実施した小テストをやり直しながら

再確認しノートにまとめる。 

第４回 
LDの特徴とその支援 

―障害特性と指導方法について― 

事前学習 

学習障害の六つの定義について資料を事前に配布するので、よ

く読んで理解し、その要約をノートにまとめ口頭で言えるよう

にしておく。 

事後学習 
LD について授業中に実施した小テストをやり直しながら再確

認しノートにまとめる。 

 



 

 

第５回 
ADHDの特徴とその支援 

―障害特性と指導方法について― 

事前学習 
ADHDの診断基準について資料を事前に配布するので、その要約

をノートにまとめ口頭で簡単に説明できるようにしておく。 

事後学習 
ADHD について授業中に実施した小テストをやり直しながら再

確認しノートにまとめる。 

第６回 
高機能自閉症の特徴とその支援 

―障害特性と指導方法について― 

事前学習 

高機能自閉症について一般的に言われる「自閉症」との差異に

ついて資料を事前に配布するので、よく読んで、その要約をノ

ートにまとめ説明できるようにする。 

事後学習 
高機能自閉症について授業中に実施した小テストをやり直し

ながら再確認しノートにまとめる。 

第７回 
アスペルガー障害の特徴とその支援 

―障害特性と指導方法について― 

事前学習 

アスペルガー障害と自閉症との差異について資料を事前に配

布するので、読んで、その要約をノートにまとめ説明できるよ

うにしておく。 

事後学習 
アスペルガー障害と自閉症との差異について再確認しノート

にまとめる。 

第８回 
発達障害がある子どものアセスメント

について－心理検査の種類と内容－ 

事前学習 

アスペルガー障害について授業中に実施した小テストをやり

直しながら再確認し、その要約をノートにまとめ確実に覚えて

おく。 

事後学習 
「グレーゾーン」とは何かについて資料を事前に配布するの

で、読んでノートにまとめ説明できるようにしておく。 

第９回 

発達障害がある子供のコミュニケーシ

ョンについて―人間関係づくり指導の

基本― 

事前学習 
「グレーゾーン」と呼ばれるものについて授業中に実施した小

テストをやり直しながら再確認しノートにまとめる。 

事後学習 
前時に配布するスライド資料を読み、どのようなコミュニケー

ション方法があるか、ノートにまとめる。 

第１０回 
発達障害がある子どもの保護者対応 

―保護者・家庭を支える― 

事前学習 
様々なコミュニケーション方法について授業中に実施した小

テストをやり直し次時に提出する。 

事後学習 

前時に配布する資料を読み発達障害がある子どもの特性に応

じた指導の仕方、また、保護者の思いなどについて知り理解し

ノートにまとめる。 

第１１回 
学校教育現場における諸課題 

―理解が進まない普通学校の課題― 

事前学習 
保護者の悩みについて授業中に実施した小テストをやり直し

ながら再確認し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 

前時に配布するスライド資料を読み発達障害がある子どもへ

の理解が進まない普通学校の現状について知り、課題がどこに

あるのかについて自らの考えを持つことができるようにしノ

ートにまとめる。 

第１２回 
重度・重複障害児の理解 

―その定義と実態について― 

事前学習 

発達障害児が小中学校等で理解されづらい点について授業中

に実施した小テストをやり直しながら確実に理解し、その要約

をノートにまとめる。 

事後学習 
前時に重複・障害児に関する資料を配布するので、定義や実態

について説明できるよう熟読しノートにまとめる。 

第１３回 
重度・重複障害児の学校教育 

―重度・重複障害児の教育課程― 

事前学習 
重度・重複障害児について授業中に実施した小テストをやり直

しながら再確認し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 

前時に重複・障害児の教育課程に関する資料を配布するので、

その内容や目的について説明できるよう熟読しノートにまと

める。 

第１４回 重度・重複障害に関する施設の理解 
事前学習 

重度・重複障害児の教育をうける意義について授業中に実施し

た小テストをやり直しながら確実に理解し、その要約をノート

にまとめる。 

事後学習 重度・重複障害に関する施設の資料を読みノートにまとめる。 

第１５回 
最新の教育事情について 

―合理的配慮・ユニバーサル教育等― 

事前学習 これまでの内容をノートにまとめる。 

事後学習 

前時に配布するスライド資料を読み、現代の特別支援教育事情

について理解するとともに、これからの発達障害児教育に何が

必要かをノートに整理し語れるようにする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） データベース演習Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 EDIT3314 

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

また、科目「コンピュータサイエンスⅡ」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

にウェイトが置かれた授業である。 

８．学習目標 

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

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

める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

IT系の科目では、スキルを身につけるのは一番大切なことですので、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、それを授業中に解く（例：既存DBの正規化、設

計ソフトを使ってDBを設計し実装のSQLクエリを生成、ExcelのデータからDBを組む、SQLクエリを実行（復習）、

DBの外部設計を行う（Access VBAを使う）） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①データベースの構築の各ステップを更によく理解することができたか。 

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

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、小テスト、課題提出状況など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 
習問題に真剣に取り組んでください。 

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 
データベースの基礎概念の復習・市販のデー

タベース管理システム 

事前学習 教科書 pp.27~33を読んでおく 

事後学習 配布プリントを熟読 

第２回 
リレーションのカーディナリティとパーテ

ィシペーション 

事前学習 教科書 pp.11~17を読んでおく 

事後学習 特に教科書 p.12「濃度」（cardinality）を理解 

第３回 
リレーショナルデータ正規化について・演

習、第 1～第３正規形 

事前学習 教科書 pp.77~78を読む 

事後学習 第 1～第 3正規型をよく理解する 

第４回 
リレーショナルデータ正規化について（2）・

演習、BCNF以上の正規形 

事前学習 教科書 p.88~91 関数従属性をよく理解する 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第５回 データベースの設計・演習 
事前学習 IDEF1Xについて調べる 

事後学習 ソフト DBDesigner4を使う 

第６回 
既存データからデータベース構築の例（1）・

演習、テキスト形式から表計算形式へ 

事前学習 Excelの基礎を復習する 

事後学習 今回提示した演習問題を解くときに使った操作を覚える 

第７回 
既存データからデータベース構築の例（2）・

演習、表計算形式から DB形式へ 

事前学習 Accessの基礎を学習する 

事後学習 今回提示した演習問題を解くときに使った操作を覚える 

第８回 SQLの復習（1）・演習、単純問い合わせ 
事前学習 教科書 pp.131~141を読む（SQL） 

事後学習 Accessで組んだ SQLクエリを復習する 

第９回 
SQL の復習（2）・演習、結合を使った、複雑

な問い合わせ 

事前学習 教科書 pp.142~144を読む（結合） 

事後学習 Accessで組んだ SQLクエリを復習する 

第１０回 
ユーザインターフェース（外部設計）・フォ

ームとレポート 

事前学習 Accessのフォームを学習する 

事後学習 
今回提示した演習問題をもとにいくつかのの新しいフォ

ームを作成 

第１１回 
データベースプログラミング（1）・演習、一

般的なフォームの作成 

事前学習 Access VBAの基礎を学習する 

事後学習 今回提示した演習問題を復習 

第１２回 
データベースプログラミング（2）・演習、コ

ードを含んだフォームの作成 

事前学習 
前回プリントで配布した VBA プログラムを記入し保存し

ておく 

事後学習 今回提示した演習問題を復習 

第１３回 
データベースプログラミング（3）・課題（画

像表示） 

事前学習 
前回プリント配布した VBA プログラムを記入し保存して

おく 

事後学習 今回提示した演習問題を復習 

第１４回 
オブジェクト指向データベース・最新のデー

タベース・まとめ 

事前学習 ソフト DBDesigner4の使用方法復習 

事後学習 今回提示した演習問題を復習 

第１５回 総合演習 

事前学習 前回提示した演習問題を復習 

事後学習 
「NoSQL」について調べて（定義は教科書 pp.368~369）、

その概念を説明できるようにする 

 



 

 

１．科目名（単位数） 哲学 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1319 

GELA1340 
２．授業担当教員 篠 大輔 

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 

われわれ人間は、事実的な文脈（「～である」）と価値的な文脈（「～すべき/よい/悪い」）とが交差しながら

織り成す毎日の中で生きている。大雑把に言えば、「科学」を志向するさまざまな学問分野は、前者（事実）

を明らかにすることを目指しており、他方、後者（価値）をその研究対象に据えているのが、倫理学や本講

義で学ぶ哲学である。 

本講義では、哲学者たちが取り組んできたテーマについて、日常生活とのつながりを意識しながら学んで

いく。しかし、もっとも大切なことは、哲学者たちの考えた内容そのものを覚えることではなく、その思考

の軌跡を追体験することによって、受講者自身が各自の思考力を鍛えていくことである。 

８．学習目標 

1 哲学の基礎的な用語や哲学の歴史について理解する。 

2 哲学に関する諸問題に対して、授業で学習した哲学的思索を参考に自らの意見を考えることができる。 

3 ディスカッションを通して、人の意見をよく聞き、自分の意見を人に分かりやすく伝えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ミニレポート・ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．期末レポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山竹伸二『フシギなくらい見えてくる！ 本当にわかる哲学』日本実業出版社、2011。 

【参考書】 

田中正人『哲学用語図鑑』プレジデント社、2015。 

貫成人『哲学マップ』ちくま新書、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・哲学の基礎的な用語や哲学の歴史について理解しているか。 

・哲学に関する諸問題に対して、授業で学習した哲学的思索を参考に自らの意見を考えることができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

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

４．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション／ 

哲学とはなにか？（第１章） 

‐哲学の主要な問い‐ 

事前学習 
教科書の「はじめに」「第１章」を読み、分からない箇所をチ

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ワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第２回 
世界とはなにか？（第２章） 

‐初期ギリシア哲学・ソクラテス‐ 

事前学習 
教科書（pp. 38～51）を読み、分からない箇所をチェックして

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ワークシー

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 
世界とはなにか？（第２章） 

‐プラトン・アリストテレス‐ 

事前学習 
教科書（pp. 52～58）を読み、分からない箇所をチェックして

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ワークシー

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 
世界は認識できるのか？（第３章） 

‐大陸合理論とイギリス経験論‐ 

事前学習 
教科書（pp.60～78）を読み、分からない箇所をチェックして

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ワークシー

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 
世界は認識できるのか？（第３章） 

‐カントの理性批判‐ 

事前学習 
教科書（pp.79～89）を読み、分からない箇所をチェックして

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ワークシー

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 
世界は認識できるのか？（第３章） 

‐ヘーゲルの精神現象学‐ 

事前学習 
教科書（pp.90～100）を読み、分からない箇所をチェックして

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ワークシー

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 
真理はあるのか？（第４章） 

‐フッサールの現象学‐ 

事前学習 
教科書（pp.102～115）を読み、分からない箇所をチェックし

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ワークシー

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 

真理はあるのか？（第４章） 

‐フランクフルト学派・ウィトゲンシュ

タイン‐ 

事前学習 
教科書（pp.116～138）を読み、分からない箇所をチェックし

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ワークシー

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 
私とはなにか？（第５章） 

‐キルケゴール、・ニィーチェ‐ 

事前学習 
教科書（pp.140～151）を読み、分からない箇所をチェックし

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ワークシー

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 
私とはなにか？（第５章） 

‐ハイデガー‐ 

事前学習 
教科書（pp.152～160）を読み、分からない箇所をチェックし

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ワークシー

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 
社会とはなにか？（第６章） 

‐サルトル・マルクス‐ 

事前学習 
教科書（pp.161～166）を読み、分からない箇所をチェックし

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ワークシー

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 
社会とはなにか？（第６章） 

‐構造主義‐ 

事前学習 
教科書（pp.199～208）を読み、分からない箇所をチェックし

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ワークシー

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 
社会とはなにか？（第６章） 

‐ポスト構造主義‐ 

事前学習 
教科書（pp.208～213）を読み、分からない箇所をチェックし

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ワークシー

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 
これまでの議論を踏まえてレポート課

題に取り組む 

事前学習 
これまで取り上げたテーマやディスカッションの内容を復習

し、自らの意見を考えておく。 

事後学習 
ディスカッションの中で明らかとなってきた自分自身の考え

方・ものの見方について分析し、まとめる。 

第１５回 まとめ‐これまでの議論を振り返って 
事前学習 これまでの議論について振り返っておく。 

事後学習 この授業で学んだことを今後、受講する授業で活用する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 道徳の指導法（初等）（2 単位） 

３．科目番号 

EDTE3307 

EDTE3308 

 ２．授業担当教員 石川 勉  

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期・秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは毎週課す。基本的には、次回の講義内容にかかわるテキストを精読し概要を把握すること。

そして、授業内容について自分の考えや意見をまとめること。加えて、４回のレポートを課す。学級におけ

る道徳の指導計画（１回）と道徳科学習指導案（３回）を完成すること。   

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 道徳編』廣済堂あかつき 2018年。 
【参考資料】 

田沼茂紀『道徳科で育む２１世紀型道徳力』北樹出版 2016年 

中学校学習指導要領（平成 29 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） 

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 

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

ける道徳教育の意義について自らの考えを深めることができたか。 

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

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

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 20％ 

・課題（中間レポート・小テスト・ワークシート等） 40％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教職として必須な科目であり、道徳教育の実際について具体的に踏み込んでいく授業となる。道徳教育は全

教育活動を通じで行うものであり、教科教育を基底で支える教育活動でもあるので、積極的な授業参加を心

がけてほしいと期待している。平成 30年度から道徳が特別の教科（小学校 中学校 31年度より）となった。

教育の目的が「人格の完成」ならば、まさに、道徳は教育の中心的な存在である。本講座は道徳教育につい

て学ぶとともに、自分の生き方についても、しっかりと考える時間にして欲しい。  

13．オフィスアワー 初回講義の際に連絡先・連絡方法を伝える。 

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‐道徳教育について考える‐
（第 1部第 1章） 

事前学習 これまで受けてきた道徳の授業について振り返る。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第２回 
道徳性とは何か・道徳の目標 
（第 1部第 2章・3章） 

事前学習 
教科書（pp.20～39）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第３回 
道徳性の発達理論 
（第 1部第 4章） 

事前学習 
教科書（pp.40～49）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第４回 
道徳性の発達理論に基づく道徳教育 
（第 1部第 5章） 

事前学習 
教科書（pp.50～59）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 



 

 

第５回 
日本における道徳教育の歴史 
（第 1部第 6章） 

事前学習 
教科書（pp.60～71）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第６回 
道徳教育の計画・道徳科の基本方針 
（第 2部第 1章・2章） 

事前学習 
教科書（pp.86～111）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第７回 
道徳科の学習指導の展開・道徳教材の活用 
（第 2部第 3章・4章） 

事前学習 
教科書（pp.112～133）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第８回 
道徳科における問題解決的な学習 
（第 2部第 5章） 

事前学習 
教科書（pp.134～143）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第９回 
道徳科における体験的な学習 
（第 2部第 6章） 

事前学習 
教科書（pp.144～153）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１０回 
道徳科の多様な授業展開例 
（第 2部第 7章） 

事前学習 
教科書（pp.154～168）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１１回 
教師に求められる道徳的指導力とは 
（第 2部第 8章） 

事前学習 
教科書（pp.170～179）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１２回 道徳の評価（第 2部第 9章） 

事前学習 
教科書（pp.180～189）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１３回 小学校低学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニン
グしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の反

省をする。 

第１４回 小学校中学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニン
グしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の反

省をする。 

第１５回 小学校高学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニン
グしておく。 

事後学習 
この授業を踏まえて、教師になった際にどのような

道徳の授業を行うのかについて考えをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 特別活動の指導法（初等） （2単位） 

３．科目番号 

SJTC3412 

SJTC2412 

EDTE2307 ２．授業担当教員 安次嶺 隆幸 

４．授業形態 

◇講義、演習、模擬実習、グループワーク、ディスカッションなど 
例：導入：講義によって課題の把握→展開（演習）：自分の考え

をまとめる→グループでの話し合い→グループの考えを発表→
全体での協議→まとめ：協議内容を含め講義のまとめ 

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 

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

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

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

方を身につけさせる。 

◇ 特別活動の方法原理や基本的な用語などの確認をしながら、学級活動を中心とした授業力等の理解と習
得を図る。 

◇ 演習内容は、小学校における「学級活動」を中心にその授業力・指導力を育成するものとする。学級活

動を中心に演習を展開する理由は、学級活動が特別活動の中核であり、集団成員としての望ましい資質や
能力・態度を育て、人間としての生き方に関する指導を行う中心的な場であるとともに、生徒指導の全機
能が補充・深化・統合される場として重要であるからである。また、教科書もなく学級担任としての力量

が学級担任になると即刻問われるからである。 

８．学習目標 

1. 特別活動の目標や内容、特質と教育課程における位置づけについて理解し、教育課程全体を意識して計画

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

3. 小学校における特別活動の中核となる「学級活動」について、その特質を理解した上で、計画委員会が主

体となって授業を展開する指導案（展開案）を作成し､合意形成に向けた話合い活動を指導できるようになる。 
4．特別活動における家庭、地域等との連携のあり方について理解し、指導に活かせるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

★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 

【教科書】 

◇小学校学習指導要領解説 特別活動編（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

◇「将棋を指す子が伸びる理由」（小学館クリエイティブ）安次嶺隆幸著 

【参考書】 

生徒指導提要（平成 29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） 
教養としての将棋（講談社現代新書）羽生善治・梅原猛・尾本惠一・安次嶺隆幸 共著 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別活動の目標や内容、特徴を踏まえて指導計画をつくることができる。 

２．指導計画をもとに適切な授業を行うことができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極性（発言・模擬授業の実施等）     総合点の２０％ 

２．日常の学習状況（出席・提出物）          総合点の３０％ 

３．課題レポート（中間・期末）            総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

★特別活動における、将棋の教育的意義の考察Ⅰ（春期） 
この授業では、｢将棋｣を取り上げ、教職を目指す人材を育成します。特別活動の指導法の一つとして実践

していく中で、子ども達の現状、課題を見いだしていきます。また、毎回場面指導を行い、ディスカッショ
ンをして教育に携わる専門性を学んでいきます。 
また、将棋の基本技術、理論と方法を学び、教職と志す資質も養うことを目指します。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、また、将棋の効用を学
び、教職に携わる意欲と勇気を育むことができます。 
・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ようになります。 

★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、教育や特別活動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 

特別活動に関する理論と実践を踏まえながら、毎回【場面指導】を取り入れ、教師としての資質を高めて

いきます。また、学級作り、対人関係、コミュニケーションツールとしても注目されている｢将棋の教育的意

義｣も学んでいきます。その歴史を紐解き、建学の精神にある、理論的・科学的思考力、実践的能力を統合し、

柔軟な思考力を養い、問題発見・解決能力のある教職の資質を身につけ、同時に将棋から学ぶことで受講自

身が相手の気持ちを察する力が身につく。実技も交えながら、将棋を指す実体験をすることで、児童の気持

ちを体感し、自分の教育観の土台を作り、教職に就く時の礎にして欲しい。 

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 

話は眼で聴く・オリエンテーション・座席指定（毎回変

更）・出席感想カード・指定ノート・学習目標・場面指

導・礼に始まり礼に終わる「3つの礼」等 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』p.1～特

別活動の改訂の経緯を学び、「将棋」の位置を理解する。 

課題：将棋で身に付く礼儀作法～3つの礼と心構え～ 

「負けました」投了で味わう悔しさと心の成長 

演習：将棋遊び① 

事前学習 
『小学校学習指導要領解説 特別活動編』を

概観してくる 

事後学習 

レポート課題 1「将棋の 3 つの礼について」

考えを整理してくる。 

第２回 

場面指導・学級活動の 3箇条 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』p.11～

特別活動の目標の音読、解説、ディスカッション。特別

活動の方法原理や基本的な用語などの確認 

課題：感想戦で自己反省と共に相手と共有してより高み

を目指す意識、無言の声援がつなぐ親子の絆 

演習：将棋遊び② 

事前学習 
教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.11～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 2「感想戦について」考えを整

理してくる。 

第３回 

場面指導・初めての学級指導 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』p.20～

特別活動の目標と各活動・学校行事の目標との関連につ

いての音読、解説、ディスカッション 

課題：勝ち負けよりも喜ぶべき子どもの成長 

一戦の負けよりも振り返って次へ活かす勇気 

演習：将棋遊び③ 

事前学習 
教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.20～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 3「勝ち負けよりも喜ぶべき子

どもの成長について」考えを整理してくる。 

第４回 

場面指導・特活の 6つの学習過程 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』p.24～ 

特別活動の基本的な性格と教育活動全体における意義

についての音読、解説、ディスカッション 

課題：創意工夫によって形を変える「遊び」本来の姿 

コンパクトに小さく簡素にする日本の文化 

演習：将棋遊び④ 

事前学習 
教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.24～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 4「コンパクトに小さく簡素に

する日本の文化について」考えを整理してく

る。 

第５回 

場面指導・出来なかった子が出来た時 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』p.43～

学級活動の目標、内容、指導計画について音読、解説、

ディスカッション 

課題：駒は仕舞って駒箱へ ～道具を大切に仕舞う心～ 

相手の気持ちになって考えること 

演習：将棋遊び⑤ 

事前学習 
教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.43～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 5「駒を仕舞うことについて」

考えを整理してくる。 

第６回 

場面指導・学ぶはまねる 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』p.84～

児童会活動の目標、内容、指導計画について音読、解説、

ディスカッション 

課題：学べば学んだだけ強くなれる実体験、常に一手を

選択する判断力と自己責任 

演習：将棋遊び⑥ 

事前学習 
教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.84～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 6「一手を選択する判断力と自

己責任について」考えを整理してくる。 

第７回 

場面指導・小さな石ころの話 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』p.102

～クラブ活動の目標、内容、指導計画についての音読、

解説、ディスカッション 

課題：頼れるものは自分自身のみ！真剣勝負の経験 

損して得を取る、合理性と論理的思考力 

演習：将棋遊び⑦ 

事前学習 
教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.102～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 7「合理性と論理的思考力につ

いて」考えを整理してくる。 

第８回 

場面指導・奪ってはいけない 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』p.116

～学校行事の目標、内容、指導計画についての音読、解

説、ディスカッション 

課題：相手の手番を「待つ行為」で身につく集中力と忍

耐力、読みを「考え続ける筋肉」を訓練することが、地

道な努力の土台を作る 

演習：将棋遊び⑧ 

事前学習 
教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.116～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 8「待つ行為、考える筋肉につ

いて」考えを整理してくる。 

第９回 

場面指導・子供に寄り添う 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』p.136

～主体的・対話的で深い学び、指導計画作成についての

音読、解説、ディスカッション 

課題：秒読み 30 秒！決断力と第一感、自分の経験と読

みを信じる力 

演習：将棋遊び⑨ 

事前学習 
教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.136～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 9「決断力と第一感」について

考えを整理してくる。 



 

 

第１０回 

場面指導・細い一本道 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」の序章、音読、解

説、ディスカッション 

課題：不利な形勢でも諦めず逆転を生むために辛抱する

力 

持ち時間を余すことなく使い切るまで考え続ける集中

力 

演習：将棋の実戦① 

事前学習 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」序章を

熟読してくる。将棋の駒の動かし方を復習し

てくる。 

事後学習 

レポート課題 10「実戦対局してみての感想」

をノートに書いてくる。 

第１１回 

場面指導・担任の一言 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1章将棋で伸び

る力①、音読、解説、ディスカッション 

課題：盤を介して行われる、相手と濃密なコミュニケー

ション 

多方面の視点～全体感と局所の戦い～ 

演習：将棋の実戦② 

事前学習 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1章

を熟読してくる。将棋の駒の動かし方を調べ

てくる。 

事後学習 

レポート課題 11「学級活動での個が生きる特

別活動指導案」を考えてくる。 

第１２回 

場面指導・何故廊下を走ってはいけないのか 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1章将棋で伸び

る力②、音読、解説、ディスカッション 

課題：一歩落ち着いて相手の出方を見る、冷静な視点、

小心に見える態度も、じっくりと考えて行動する「細心

の注意」 

演習：将棋の実戦③ 

事前学習 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1章

を熟読してくる。将棋の駒の動かし方を復習

してくる。 

事後学習 

レポート課題 12「学級活動での個が生きる特

別活動指導案」を推敲・リハーサルをしてく

る。 

第１３回 

個が生きる特別活動の指導法① 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1章将棋で伸び

る力③、音読、解説、ディスカッション 

指導案発表① グループ発表① 

子どもの育む夢をサポートするのが大人の役割、不断の

努力で身についた結果が「指運」をつかみ取る 

演習：将棋の実戦④ 

事前学習 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1章

を熟読してくる。将棋の駒の動かし方をマス

ターする。 

事後学習 

レポート課題 13「模擬授業の指導案」の反省 

第１４回 

個が生きる特別活動の指導法② 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 2章将棋で育む

語りかけ、音読、解説、ディスカッション 

指導案発表②  

模擬授業グループ発表② 

模擬授業、反省、ディスカッション、振りかえり 

課題：現代社会で日本人が忘れているものを取り戻す 

一歩でも前に進んだ、成長を喜び合おう 

事前学習 
教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 2章

を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 14「模擬授業の指導案」の反省 

第１５回 

「特別活動の指導法」の講義を受けて、学んだこと、自

分が成長したこと、これからこれをどう活かしていくか

（800字）で書く。 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」あとがき、音読、

解説、ディスカッション 

指導案発表③ 全体発表 

模擬授業、反省、ディスカッション、振りかえり 

課題：失敗を恐れずにチャレンジ！－恥の文化とリセッ

トボタンの弊害－、動きの異なる 8種類の駒～能力と適

材適所～ 

事前学習 
教科書「将棋を指す子が伸びる理由」〔あと

がき〕を熟読してくる。 

事後学習 

「15回の授業を終えての感想、振りかえり」、

レポート課題 15「自己変容、これからの抱負」

レポート提出 

 



 

 

１ 科目名（単位数） 特別活動の指導法（中等） （2単位） 

３ 科目番号 

SSMP2346 

SNMP2346 

SCMP2346 

SBMP2346 

SPMP2346 

EDTS2307 

２ 授業担当教員 安次嶺 隆幸 

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 
「教育方法論」を履修していることが望ましい。 

７ 講義概要 

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

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

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

方を身につける。 

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

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

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

８ 学習目標 

1. 特別活動の目標や内容、特質と教育課程における位置づけについて理解し、教育課程全体を意識して計画
や指導を行うことができるようになる。 
2. 特別活動における評価・改善活動の重要性を理解し、適切な評価・改善活動を実践できるようになる。 

3. 特別活動の中核となる「学級活動・ホームルーム活動」について、その特質を理解した上で、指導案（展
開案）を作成し､合意形成に向けた話し合い活動を指導できるようになる。 
4．特別活動における家庭、地域等との連携のあり方について理解し、指導に活かせるようになる。 

９ アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

★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 

【教科書】 
◇中学校学習指導要領解説 特別活動編（平成 29年 3月告示 文部科学省）  

◇「将棋を指す子が伸びる理由」（小学館クリエイティブ）安次嶺隆幸著 
【参考書】 
生徒指導提要（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） 
中学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省）。 
教養としての将棋（講談社現代新書）羽生善治・梅原猛・尾本惠一・安次嶺隆幸 共著 

11 成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別活動の目標や内容、特徴を踏まえて指導計画をつくることができる。 

２．指導計画をもとに適切な授業を行うことができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極性（発言・模擬授業の実施等）     総合点の２０％ 

２．日常の学習状況（出席・提出物）          総合点の３０％ 

３．課題レポート（中間・期末）            総合点の５０％ 

12 受講生への 

メッセ-ジ 

★特別活動における、将棋の教育的意義の考察Ⅱ（秋期） 

この授業、演習では｢将棋｣を取り上げます。特別活動の指導法の一つとして実践していく中で、子ども達
の現状、課題を見いだしていきます。また、毎回場面指導を行い、ディスカッションをして教育に携わる専
門性を学んでいきます。特別活動に関する理論と実践を踏まえながら、学級作り、対人関係、コミュニケー

ションツールとしても注目されている｢将棋の教育的意義｣を学んでいきます。 
・受講者が授業で得た知見を実生活に活かせるよう、授業内容・方法を工夫します。 
・毎時間、明確な学習目標を設定し、これに達成するための課題を用意します。 

・教員と受講生、および受講生間のコミュニケーションを促進します。 
・小さな課題を積み重ねることによって、問題意識を深められるような工夫をします。 
・受講者は、毎時レポート（感想）を提出し・努力が正当に評価されるように、公正な成績評価を行います。 

★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、教育や特別活動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 
将棋の歴史を紐解き、学び、実践していくことで、建学の精神にある、理論的・科学的思考力、実践的能

力を統合し、柔軟な思考力を養い、問題発見・解決能力のある教職の資質を身につけ、同時に将棋から学ぶ
ことで受講自身が相手の気持ちを察する力が身につきます。 

まとめとしてプロ棋士の考え方、将棋から学んできたことを、「学級活動・ホームルーム活動」について、

授業を展開する指導案(展開案)を作成、グループ発表する。将棋というツールが内包している様々な教育的

意義を知り、自分の教育観を積み重ねて、実生活でも生きる力へと繋げてほしい。 



 

 

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・ポストイットの座席に座る→
座席指定（毎回席替え：前回の出席感想カードの席
に座る）・班分け・シラバス配付・ノート指定・講義
概要・学習目標・アサイメント・教科書・評価・メ
ッセージ等 
場面指導・初の保護者会・空気のドーナツ・教室は
間違える所など 
「特別活動とは―特別活動の位置づけと目標につい
て考える―」 
・特別活動の教育課程内での位置づけと目標につい
て理解する。 
演習：将棋遊び① 

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

事後学習 

・特別活動の特徴について、事前学習で自分なり

におさえた特徴に追記、修正を行う。 

・教科書「将棋を指す子が伸びる理由」を読んで

くる。 

毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、感

想をノートに書く。 

第２回 

場面指導について：中一ギャップ 
「特別活動とは―特別活動の内容と特質について考
える―」 
・特別活動の全体構成、各内容の概要について理解
するとともに、その特質について考える。 
演習：将棋遊び② 

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

事後学習 

・特別活動の特質についてまとめるとともに、各

内容をきちんと住み分けられるようにする。 

・教科書「将棋を指す子が伸びる理由」を読んで

くる。 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第３回 

場面指導：学級活動の 6つの学習過程 
「学級活動・ホームルーム活動―学級活動及びホー
ムルーム活動の内容を理解する―」 
・学級活動及びホームルーム活動の目標と内容（共
通事項・係活動と集会活動）、活動形態等について理
解する。 
演習：将棋遊び③ 

事前学習 

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

事後学習 

・話し合い活動の共通事項（１）と（２）、係活

動、集会活動の違いについてまとめる。 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第４回 

場面指導：学級活動 2日目 
「学級活動・ホームルーム活動の具体的な取り組み
―話し合い活動の計画―」 
・話し合い活動の年間指導計画と一単位時間の指導
計画を立てる。 
演習：将棋遊び④ 

事前学習 
・どのような話し合い活動が実際に行われいるの
か、自身の体験や調べ学習からまとめておく。 

事後学習 

・年間指導計画と一単位時間の指導計画を考え

る。 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第５回 

場面指導：掃除の時間 
「学級活動・ホームルーム活動の具体的な取り組み
―話し合い活動の実践：共通事項（１）―」 
・話し合い活動の模擬実践を行い、指導方法や課題
について考える。 
演習：将棋遊び⑤ 

事前学習 
・指導計画を見直し、どのような模擬実践ができ
る準備をしておく。 

事後学習 

・模擬授業案・指導計画を修正、改善する。 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第６回 

場面指導：学級活動は学級経営の要 
「学級活動・ホームルーム活動の具体的な取り組み
―話し合い活動の実践：共通事項（２）―」 
・話し合い活動の模擬実践を行い、指導方法や課題
について考える。 
演習：将棋遊び⑥ 

事前学習 
・指導計画を見直し、模擬実践ができる準備をし
ておく。 

事後学習 

・自身が作成した指導計画を修正、改善する 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第７回 

場面指導：特別活動の 4つの方法原理 
「学級活動・ホームルーム活動の具体的な取り組み
―話し合い活動の実践：共通事項（３）―」 
・話し合い活動の模擬実践を行い、指導方法や課題
について考える。 
演習：将棋遊び⑦ 

事前学習 
・指導計画を見直し、模擬実践ができる準備をし
ておく。 

事後学習 

・自身が作成した指導計画を修正、改善するとと

もに、学級活動・ホームルーム活動についてまと

める。 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第８回 

場面指導：育てたように子は育つ 
「生徒会活動の指導」 
・生徒の主体的な活動としての生徒会活動の計画及
び指導について考えることで、生徒会活動の意義に
ついて理解する。 
演習：将棋ミニ実践① 

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

事後学習 

・生徒会活動の指導の留意点についてまとめる。 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第９回 

場面指導：学校行事「運動会のリレーの選手」 
「学校行事の指導―文化的行事と健康安全・体育的
行事について考える―」 
・主として運動会の種目を検討する活動を通して、
文化的行事・体育的行事のあり方や指導について考
える。 
演習：将棋ミニ実践② 

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

事後学習 

・文化的行事、健康安全・体育的行事の指導の留

意点についてまとめる。 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、



 

 

感想をノートに書く。 

第１０回 

場面指導：旅行・宿泊的行事「修学旅行」 
「学校行事の指導―旅行・集団宿泊的行事と勤労生
産・奉仕的行事について考える―」 
・主として集団宿泊行事の宿泊計画について、教師
の視点から計画を設計することで、集団宿泊行事に
必要な指導について理解する。 
演習：将棋ミニ実践③ 

事前学習 

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

事後学習 

・旅行・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事

の指導の留意点についてまとめる。 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第１１回 

場面指導：儀式的行事「卒業式」 
模擬授業バンズ理論：グループ内模擬授業「導入」 
「学校行事の指導―儀式的行事について考える―」 
・儀式的行事の時程及び、指導について計画を立て
ることで儀式的行事の意義を理解する。 
演習：将棋ミニ実践④ 

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

事後学習 

・儀式的行事の指導の留意点についてまとめ、自

身の着任挨拶を考える。 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第１２回 

場面指導：生き甲斐（IKIGAI） 
「進路指導／キャリア教育」 
・進路指導、キャリア教育の意義や指導の留意点に
ついて考える。 
演習：将棋実践① 

事前学習 ・「働く」ということの意義ついて考えてみる。 

事後学習 

・職業観、勤労観について整理する。 

・模擬授業の準備 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第１３回 

模擬授業：個が生きる特別活動の指導法① 
グループ内模擬授業「まとめ」 
「特別活動における評価と地域連携」 
・特別活動における評価の意義やあり方について、
実際の実践映像や実践資料から考察するとともに、
地域連携の必要性と重要性を考える。 
演習：将棋実践② 

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

事後学習 

・評価の意義についてまとめるとともに、家庭及

び地域との連携での展望を考える。 

・模擬授業の準備 

・毎回配付される「将棋の教育的意義」を読み、

感想をノートに書く。 

第１４回 

模擬授業：個が生きる特別活動の指導法② 
グループ内模擬授業「導入」「展開」「まとめ」 
「特別活動の指導計画づくり」 
・特別活動の指導計画を作成することで、特別活動
全体への理解を深める。 

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

事後学習 ・特別活動の全体指導計画を修正し、完成させる。 

第１５回 

特別活動についてのまとめ 
模擬授業全体発表 
「特別活動の指導法の講義から、学んだこと、自分
が成長したこと、これからこれをどう活かしていく
か」（800字）で書く。 
・特別活動の教育的意義と諸活動の内容を理解する
とともに、課題や展望について考える。 

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

事後学習 

・特別活動の特徴やポイントについて、理解しや

すいように簡潔にまとめるとともに、自身が教員

になってからの展望について考える。 

  

  



 

 

１．科目名（単位数） 特別支援教育実習指導 （1単位） 

３．科目番号 

SNMP3487 

SCMP3487 

SBMP3487 

SSMP3487 

SSMP3387 

２．授業担当教員 上田 征三 

４．授業形態 

講義・演習 

講義による基礎理論の習得に基づき、グループ討議等のアクティ
ブラーニングにより、履習者同士の実践的な学び合いを重視しま
す。学習指導案の作成等の講義、指導場面別の指導内容、事例研究

等をついて、演習・グループ討議等を行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「障害児教育論」の単位を取得していることが望ましい。 

７．講義概要 

本講座では、特別支援学校での教育実習を想定した実践的な内容で構成する。 
１．教師のあり方           ２．教育実習の準備･教材研究 

３．特別支援教育の児童・生徒の実態  ４．特別支援教育の現状と課題 
５．障害児の理解と接し方       ６．障害児の観察の視点 
７．人権教育について         ８．教育機器と教材の活用 

８．学習目標 

以下について学習し、教育実習に臨める力、指導実践力を高める。 
①教育実習に対する理解を深め、教育実習生としての態度や心構えをもつ。 

②教育実習での児童、生徒の実態把握ができるようになる。 
③学習指導案の作成と教材作り等について創意工夫し、臨めるようになる。 
④研究授業に基づいた、授業改善を通し、よりよい授業を考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容に沿った小テストを約3回実施する。 

２．マイクロ・ティーチング用の指導案提出（グループ）とマイクロ・ティーチング発表（グループ）する。 

３．「自立活動」指導案、教材研究を提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

房、2017。 

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

東京福祉大学編『教育実習の手引き』 

【参考書】 

杉野学・上田征三編著『初めて学ぶ知的障害児の理解と指導』大学図書出版、2020。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別支援教育に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．教育実習に臨める力、指導実践力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（総合点の 40％） 

３ 課題レポート（総合点の 30％） 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業中に携帯、私語、居眠り、飲食などをしないこと。  

２．教室を散らかしたり机を汚したりしないこと。 

３．マナーを守り、大学生としての学習体制を確立すること。 

13．オフィスアワー 授業以外の時間（予約をお願いすることもある） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
特別支援教育や児童・生徒の実態、特別支援

教育の現状 

事前学習 
教科書 1-3 章の熟読と専門用語や重要語句を理解しノー

トに要約する。 

事後学習 教科書 1-3章復習しノートに整理する。 

第２回 特別支援教育の専門性と教育課程 

事前学習 

教科書 4-6 章の熟読と専門用語や重要語句を理解しノー

トに要約する。「学習指導要領解説」の熟読と重点項目を

理解しノートに要約する。 

事後学習 
教科書 4-6章、「学習指導要領解説」の重点項目をノート

に整理する。 

第３回 領域「自立活動」と指導計画 

事前学習 
「学習指導要領解説」の熟読と重点項目を理解しノート

に要約する。 

事後学習 
「学習指導要領解説」の重点項目のまとめをノートに整

理する。 

第４回 障害児の理解と接し方、障害児の観察の視点 

事前学習 
教科書 7-18 章の熟読と専門用語や重要語句を理解しノ

ートに要約する。小テスト①の準備をする。 

事後学習 
教科書 7-18 章の熟読と専門用語や重要語句を理解しノ

ートに整理する。 

第５回 

特別支援学校（実習先）の理解－実習日誌の

記入に必要な「学校の現況」「オリエンテー

ションの内容」「日課」などの理解特別支援

教育の児童生徒の実態・現状 

※実習予定先の情報を整理しておくこと 

事前学習 実習予定先の現況などをノートにまとめる。 

事後学習 
実習予定先の整理をし『特別支援教育実習指導用ノート』

（下書き）に清書する。 

 



 

 

第６回 

特別支援学校の現場の授業研究（ビデオによ

る観察）－教師や学校のあり方、実習日誌の

記入演習障害児の理解と接し方・観察の視点 

事前学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（単元設定、児童

生徒の設定、教材準備など指導案作成を含む）。 

事後学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（指導案作成を含

む）。小テスト①の復習をしノートにまとめる。 

第７回 

特別支援学校の現場の授業研究（ビデオによ

る観察）－児童生徒の理解、実習日誌の記入

演習障害児の理解と接し方・観察の視点 

事前学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（単元設定、児童

生徒の設定、教材準備など指導案作成を含む）。 

事後学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（指導案作成を含

む）。 

第８回 

障害に応じた授業、年齢に応じた授業、「自

ら学ぶ」授業－教育活動の構造化 ①教室の

構造化（ビデオによる観察）   

事前学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（単元設定、児童

生徒の設定、教材準備など指導案作成を含む）。 

事後学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（指導案作成を含

む） 小テスト②の準備をする。 

第９回 

障害に応じた授業、年齢に応じた授業、「自

ら学ぶ」授業－教育活動の構造化 ②スケジ

ュールの構造化（ビデオによる観察） 

事前学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（単元設定、児童

生徒の設定、教材準備など指導案作成を含む）。 

事後学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（指導案作成を含

む）。 

第１０回 

障害に応じた授業、年齢に応じた授業、「自

ら学ぶ」授業－教育活動の構造化 ③教材の

構造化（ビデオによる観察） 

事前学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（単元設定、児童

生徒の設定、教材準備など指導案作成を含む）。 

事後学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（指導案作成完成）

小テスト②の復習をしノートにまとめる。 

第１１回 

障害に応じた授業、年齢に応じた授業、「自

ら学ぶ」授業－教育活動の構造化 ④授業内

容の構造化（ビデオによる観察） 

事前学習 
マイクロ・ティーチングの準備をする（単元設定、児童

生徒の設定、教材準備など指導案作成を含む）。 

事後学習 マイクロ・ティーチングの準備をする（リハーサル）。 

第１２回 マイクロ・ティーチング（模擬授業）（１） 

事前学習 
マイクロ・ティーチングの振り返りとそれをレポートに

まとめる。 

事後学習 
マイクロ・ティーチングの振り返りとそれをレポートに

まとめる。 

第１３回 マイクロ・ティーチング（模擬授業）（２） 

事前学習 
マイクロ・ティーチングの振り返りとそれをレポートに

まとめる。 

事後学習 

マイクロ・ティーチングの振り返りとそれをレポートに

まとめる。 

小テスト③の準備をする。 

第１４回 

模擬授業発表に関する自己評価と他者評価

による振り返り－単元は適切か、授業者の活

動は適切か、適切な構造化はなされたか 

事前学習 
マイクロ・ティーチングの振り返りとそれをレポートに

まとめる。 

事後学習 
マイクロ・ティーチングの振り返りとレポートを作成す

る。 

第１５回 

人権教育について、教育実習までの準備、教

育実習における今後の問題点とまとめ－指

導講話（外部講師予定） 

※特別支援学校の公開授業等に各自参加計

画を立てて実施 

事前学習 
マイクロ・ティーチングの振り返りとレポートを作成し

提出する。小テスト③の復習しノートにまとめる。 

事後学習 

全体のまとめをノートに整理する。小テスト③の復習し

ノートにまとめる。教材研究のレポートを作成し提出す

る。 

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

（4週）」および「教育実習事後指導（1時間）」におけるすべての履修によって単位取得が認定されることとなった。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
特別ニーズ教育論（初等・幼）（2 単位） 

３．科目番号 SJTC2413 

２．授業担当教員 柳本 雄次  

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクテ

ィブラーニングに基づいた履修者同士の実践的な学び合

いを重視する。※可能であれば補講期間に関連施設の見

学なども予定する。 

５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童を理解するために、(1) インクルーシブ教育の理念と

システム構築の具体化の模索、(2)わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開、(3)特別支援学校や特別支援
学級、通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題、についてそれぞれ講述す
る。 

８．学習目標 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサインメント】 

毎回テーマに関連した事前・事後学習の結果を記述したノートの作成 

【レポート課題】 

特別支援教育制度の歴史と課題、②インクルーシブ教育の理念と通常学校教育における具現化 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

玉村公二彦・清水貞夫・黒田学・向井啓二(2017)『キーワードブック特別支援教育−インクルーシブ教育時代
の障害児教育』クリエイツかもがわ 

【参考資料】 

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

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 

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

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

・インクルーシブ教育の理念とシステム構築の具体化について模索できたか。 

・わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開について理解できたか。 

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

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

・通常学級における授業のユニバーサル化について理解できたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

の内容・方法を具体的に学んでいきましょう。  

13．オフィスアワー   

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

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

事前学習 教科書「第５章」（pp.247-281）を熟読しておく。 

事後学習 
特別ニーズ教育論を学ぶ意義について考える。本時の

授業のポイントや用語についてノートに整理する。 

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.12-29）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.30-47）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.48-69）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.71-89）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.90-111）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第７回 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.112-123）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第８回 障害児の教育課程と方法（ICTを用いたコミュ 事前学習 教科書「第２章」（pp.124-143）を熟読しておく。 



 

 

ニケーションの光と影、発達障害や軽度知的
障害を抱えた生徒に対するソーシャルスキル
トレーニング） 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.144-153）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第３章」（pp. 155-161）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.162-171）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.172-185）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.186-195）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１４回 
障害の診断・判断・支援（弱視、難聴、ろう文
化と手話） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.198-206）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第４章」（pp.207-245）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 特別ニーズ教育論（中等）（2 単位） 

３．科目番

号 

SPMP2464 

SNMP2464 

SCMP2464 

SBMP2464 

EDTS2310 

２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。※可能

であれば補講期間に関連施設の見学なども予定する。 

５．開講学

期 
秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童を理解するために、(1) インクルーシブ教育の理念と

システム構築の具体化の模索、(2)わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開、(3)特別支援学校や特別支援
学級、通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題、についてそれぞれ講述す
る。 

８．学習目標 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

適宜、小テスト及びレポートを実施します。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

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

 

 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

・インクルーシブ教育の理念とシステム構築の具体化について模索できたか。 

・わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開について理解できたか。 

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

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

・通常学級における授業のユニバーサル化について理解できたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

  

13．オフィスアワー   

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

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

事前学習 教科書「第５章」（pp.247-281）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.12-29）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.30-47）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.48-69）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.71-89）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.90-111）を熟読しておく。 

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

第７回 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.112-123）を熟読しておく。 

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



 

 

質問する。 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.124-143）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.144-153）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第３章」（pp. 155-161）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.162-171）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.172-185）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.186-195）を熟読しておく。 

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

第１４回 
障害の診断・判断・支援（弱視、難聴、ろう文化と
手話） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.198-206）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第４章」（pp.207-245）を熟読しておく。 

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

期末試験 

 


