
 

 

１．科目名（単位

数） 
薬理学概説（薬物乱用防止を含む） （2単位） 

３．科目番号 
EDHE2319 

PSMP2305 
２．授業担当教員 飯島 久香 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

って異なることも明らかになってきた。この授業では、 

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

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

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

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

 ●薬物の誤用、悪用の問題、サプリメントの有効性の真偽について学ぶ。 

８．学習目標 

以下について学び、理解を深め、説明できるようになることを学習目標とする。 

１．薬の有効性と毒性（副作用）の発現の関係を学ぶ。 

２．薬の吸収・分布・代謝・排泄の作用機序について学ぶ。 

３．薬の管理、関連法規について学ぶ。 

４．代表的な疾病と治療薬について学ぶ。 

５．薬物乱用、悪用、誤用の防止について考え、理解を深める。 

６．サプリメントの使用の是非について考え、理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．薬物関連の最新情報（効果、副作用、新薬情報など）を集め、レポートを提出、提出時期は授業のなかで

発表。 

２．授業ごとにまとめのレポートを提出する（用紙は授業の開始前に配布） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】吉岡充弘・泉剛（著）『薬理学：疾病のなりたちと回復の促進［3］』医学書院。 

【参考書】栗原久（著）『No No Drugs! 心と身体と薬物乱用』東京法令出版。 

栗原久（監修）『Stop Drug! －薬物乱用を防止するために－』東京法令出版。 

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

 ２．学校現場、家庭で使用している医薬品の作用について理解しているか。 

 ３．薬物乱用の概念を理解し、乱用防止策のビジョンを持てるか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加（授業態度、発言）      30％ 

 ２．課題レポート・発表               30％ 

 ３．期末試験                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．レポートは、簡潔かつ要点を掘り下げたものを求めます。 

３．解りやすい口頭発表の仕方を覚えてください。 

４．疑問点は後に残さず、講義時間内および直後に質問してください（研究室への来訪は大歓迎）。 

５．予習・復習を十分行ってください。 

６．関連図書をたくさん読んでください。 

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

８．授業時間の開始は厳守します。 

９．授業時間中に携帯電話・スマートフォンを使用することは禁止します。 

13．オフィスアワー 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 

イントロダクション： 

薬の効果発現（用量－効果相関、吸収・分布・

代謝・排泄、効果器と受容体） 

事前学習 

「薬理学概説」用の学習ノートを準備し、授業に臨む

意識を高める。pp.4-34を読み、薬の効果発現について

の概略を調べておく。 

事後学習 薬物の使用目的、効果発現の基本原則をまとめる。 

第２回 
「抗感染症薬（抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌

薬）」 

事前学習 pp.65-87を読み、病原体の種類を理解する。 

事後学習 
抗生物質、合成抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬の作用

機序・範囲と副作用についてまとめる。 

第３回 「消毒薬」 
事前学習 pp.298-295を読み、消毒薬の種類を把握しておく。 

事後学習 各種病原体に有効な消毒薬についてまとめる。 

第４回 
「呼吸器系に作用する薬物（気管支拡張薬、鎮

咳薬、呼吸促進薬）」 

事前学習 pp.230-226を読み、喘息の原因と症状を理解する。 

事後学習 
呼吸器系疾患、特に気管支喘息に有効な薬剤と、その

副作用についてまとめる。 

第５回 
「麻薬性鎮痛薬（解熱鎮痛薬、片頭痛治療薬

等）」 

事前学習 
pp.181-187 を読み、痛みの発現機序について理解す

る。 

事後学習 痛みの緩和に有効な薬剤の作用機序をまとめる。 

第６回 
「抗ヒスタミン薬と抗炎症薬（ステロイド性抗

炎症薬、非ステロイド性抗炎症薬）」 

事前学習 
pp.122-132 を読み、アレルギー反応の発現機序を理解

する。 

事後学習 アレルギー反応の予防・緩和薬の作用機序、副作用を



 

 

 

まとめる。 

第７回 保健室にある薬（薬理作用と使用上の注意点） 

事前学習 第 1回～第 6回の授業内容を復習する。 

事後学習 

保健室にある代表的な薬剤と、その使用目的について、

またディスカッションした内容についてまとめる。ま

とめをレポート提出する。 

第８回 

薬物依存・乱用（興奮系薬物・抑制系薬物・幻

覚系薬物、危険ドラッグ） 

【参考書】『No No Drugs! 心と身体と薬物乱

用』使用。 

事前学習 
【参考書】『No No Drugs! 心と身体と薬物乱用』pp.69-

93を調べておく。 

事後学習 
薬物乱用の人体・社会に及ぼす悪影響について、自分

の考えを含めてまとめたレポートを提出する。 

第９回 「飲酒（アルコールパッチテストの実習あり）」 

事前学習 
【参考書】pp.100-108を読み、お酒の中のアルコール

量を把握しておく。 

事後学習 
脳機能に及ぼすアルコールの影響から、未成年者の飲

酒の問題、成人に対する功罪をまとめる。 

第１０回 「喫煙（ニコチン)」 
事前学習 

【参考書】pp.109-114を読み、タバコ中やタバコ煙中

の成分を把握しておく。 

事後学習 喫煙の急性・慢性の影響についてまとめる。 

第１１回 薬物乱用防止教育の実践 

事前学習 薬物乱用防止教材の使用法をマスターする。 

事後学習 
小学生・中学生を対象とした、薬物乱用防止教育の実

践企画を作成する。 

第１２回 「喫茶（カフェイン・チョコレート）」 

事前学習 
【参考書】pp.115-119を読んで、茶・コーヒー中の成

分を把握しておく。 

事後学習 
喫茶の功罪、特に幼児や妊婦における影響についてま

とめる。 

第１３回 「急性中毒に対する薬物（中毒と解毒処置）」 

事前学習 
教科書 pp.282-286を読んで、中毒とはどういうことか

理解する。 

事後学習 
中毒に対する緊急処置（治療薬を含む）についてまと

める。 

第１４回 「漢方医学の基礎知識（サプリメント）」 

事前学習 
教科書 pp.290-296 を読んで、病態（証）と漢方薬の処

方を理解する。 

事後学習 
漢方薬を含めて、サプリメントの有効性の真偽を考察

する。 

第１５回 まとめと総合討論 

事前学習 事前提示された課題について考察し、まとめる。 

事後学習 
課題について発表し、ディスカッションした内容につ

いてまとめ、レポート提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護実習指導 （1単位） 
３．科目番号 EDHE3377 

２．授業担当教員 八重樫 節子 

４．授業形態 

講義や演習（保健室経営計画作成等）、事例検討等について、グル

ープ討議等のアクティブラーニングにより、履修者同士の実践的な

学びあいを重視します。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

養護実習は、学校での実務を体験することを習得するものである。その養護実習の目的は、これまで学ん

できたことを生かすこと、養護教諭が行う実務の教育活動の中で位置づいていることを知ること、そして、

新たな課題を見いだすことである。そこで、本科目では、養護教諭を目指すものにとってその準備の段階と

本実習後の効果を上げるために、養護実習（本実習）に対する理解を深め、実習生としての態度や心構え・

技能等を事前に育成すること、更に準備の段階と本実習後には、自己の課題を省察し、進路選択にも結びつ

けることを学んでいく。 

８．学習目標 

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

べき役割が理解できるようになる。 
２．養護の対象である子どもの心身の発達特徴や生活状況および健康問題の特質を理解し、説明できる。 
３ 子どもの発達において問題とされる健康課題に対して、個別的及び組織的に適切な取り組みができる。 

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

しようとする意欲をもてるようになる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント（宿題）】 

・授業毎に、講義内容についての振り返りを行い提出する。 

・実習先の学校経営方針や学校経営計画について調べてワークシートにまとめる。 

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

・中間課題レポート：「健康診断の実際」目的・内容の自己評価をして課題ワークを提出＃７。 

・一日保健室執務計画の提出＃４ 

・保健教育指導案作成 

・最終課題レポート：ほけんだより作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】東京福祉大学編『養護実習・看護臨床実習の手引き』。 

大谷尚子・中桐佐知子『養護教諭シリーズ NO．4 改訂 養護教諭ハンドブック』東山書房。 

【参考書】学校保健・安全実務研究会編著 『学校保健実務必携 新訂版』第一法規、2017年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

べき役割が理解できたか。 

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

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

とができたか。 

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

しようとする意欲が持てているか。 

○評定の方法 

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

中間課題レポート (同 20%)、最終課題レポート (同 20%) の結果から総合的に判断する。また、本学の規

定に定められている、１５回中１２回以上の出席が単位修得の条件であることを加味する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

に十分配慮し、児童生徒の範になれるような生活態度で臨んで下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション   

養護実習の意義と目標 

・臨地で実習する意義 

・養護実習の目標 

事前学習 
養護実習の「意義」と「目的」について、自分なりの考

えを持って講義に臨む。教科書 pp12～17 

事後学習 
授業の目的について理解したことを、講義時間内に配布

する小レポート用ワークシートに記述する。 

第２回 

養護実習の内容と方法 

・観察や参加の視点 

・実習日誌の書き方 

事前学習 
養護実習の内容と方法について教科書 pp9〜28 を熟読

し、基本的な事項について整理しておく。 

事後学習 
養護実習の内容と方法について、理解したことを小レポ

ート用ワークシートに記述しファイリングしておく。 

第３回 

実習前の準備と実習の開始 

・実習生という立場の理解 

・実習の成果をあげるための準備 

事前学習 

教育実習生という立場を理解し、養護実習に臨む上での

心構えについて教科書 pp27〜44を熟読し、基本的事項を

整理しておく。 

事後学習 

養護実習を開始する前に必要な準備について、本時の講

義を通して感じたことやわかったこと及び心構えを整理

し、自らの今後の課題を小レポート用ワークシートに記

述しファイリングしておく。 



 

 

 

第４回 

教育計画と学校組織についての理解 

養護教諭の執務計画 

・一日保健室執務計画 課題ワーク題提出① 

事前学習 

教科書（pp45～60、85～104）の養護教諭の執務計画に関

するページ学校保健実務必携 pp63～79/pp520～536 を熟

読し、その進め方について理解しておく。 

事後学習 

実習校の教育計画や組織体制について調べ、小レポート

用ワークシートに記述する。自分の一日保健室計画を立

案してみる。 次回課題ワーク提出 

第５回 

環境衛生活動の実際 

・校舎内外の環境整備、清掃の実際、 

 環境衛生検査の実際 

保健教育学習指導案の作成上の留意点 

事前学習 

教科書の（pp61〜82）学校保健実務必携（pp80～166）学

校環境衛生活動に関するページを熟読し、基本的事項を

整理しておく。 

事後学習 

学校環境衛生活動の内容、実施状況、振り返りをワーク

小レポート用ワークシートに記述する。学習指導案に関

する配布資料と教科書（pp161～196）を熟読し、作成の

準備を進める。 

第６回 

健康診断の実技演習① 

・健康診断とその事後措置 

・測定の練習（発育測定） 

事前学習 

学校保健実務必携（pp192～206）健康診断（発育測定）

についての配付資料を熟読し、基本的事項を整理してお

く。 

事後学習 
健康診断の実施と事後措置の進め方について、小レポー

ト用ワークシートに記述する。 

第７回 

健康診断の実技演習② 

・測定の練習（視力・聴力・色覚検査） 

          課題ワーク提出② 

事前学習 

学校保健実務必携（pp219）健康診断（視力・聴力・色覚

検査）についての配付資料を熟読し、基本的事項を整理

しておく。 

事後学習 

健康診断の技術演習の目的・内容の自己評価を通して、

感じたことわかったことを小レポート用ワークシートに

記述しファイリングしておく。 

健康診断の技術演習①②のワークシートを次回提出 

第８回 

健康診断の実技演習③ 

・測定ロールプレイ 

・学校医や検針期間と実施する検診 

・健康診断表、学校生活管理指導票の作成 

事前学習 
第６回、第７回で学習した測定時の留意事項を復習し、

ロールプレイで実践する内容を練習しておく。 

事後学習 

健康診断の測定ロールプレイを通して、感じたことわか

ったことを小レポート用ワークシートに記述しファイリ

ングしておく。 

第９回 

保健室来室者への対応① 

・保健室来室者の来室理由と対応過程 

・内科的症状への対応 

事前学習 

教科書（pp132～160）及び学校保健実務必携の来室者へ

の対応に関するページを熟読し、基本的事項を整理して

おく。 

事後学習 
内科的救急処置の留意点について、小レポート用、ワー

クシートに記述しファイリングしておく。 

第１０回 

保健室来室者への対応② 

・保健室来室者の来室理由と対応過程 

・外科的症状への対応 

保健だより作成上の留意点 

事前学習 
教科書の来室者への対応に関するページ（pp132～160）

を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 

外科的救急処置の留意点について、自分の考えを小レポ

ート用ワークシートに記述する。ほけんだよりに関する

配付資料を熟読し、作成の準備を進める。 

第１１回 

保健室来室者への対応③ 

・気分不良を訴える子どもの対応 

・何となく来室する子どもの対応 

・頻回来室者への対応 

事前学習 

教科書等（pp132～160）学校保健実務必携（pp397～434）

健康相談活動や心のケアにおける来室者への対応に関す

るページを熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康相談活動の留意点について、自分の考えをワークシ

ートに記述しファイリングしておく。 

第１２回 

集団を対象とした保健教育① 

・保健教育の内容と機会 

・保健教育指導案の検討 

事前学習 

教科書（pp168～194）及び配布した資料を参考に他の受

講者の指導案に対する意見をまとめ、小レポート用ワー

クシートに記述しファイリングしておく。 

事後学習 
他の受講生の指導案に対する意見を踏まえ、改善すべき

点等をワークシートに記述しファイリングしておく。 

第１３回 

集団を対象とした保健教育② 

・保健教育指導案検討・模擬授業準備 

・ほけんだより検討 

事前学習 
グループの代表者の模擬授業のアイデアについて、小レ

ポート用ワークシートに記述し、まとめておく。 

事後学習 

指導案の完成と模擬授業の実践に向けて、グループごと

に準備を完了する。これまでの講義を踏まえた自らの養

護実習の目標を、小レポート用ワークシートに記述ファ

イリングしておく。 

第１４回 
模擬授業①  

・授業実践および討論 

事前学習 
模擬授業指導案の再整理を行い，使用する教材を作成す

るなど準備をしておく。 

事後学習 
模擬授業から学んだことを小レポート用ワークシートに

記述ファイリングしておく。 

第１５回 

模擬授業② 

・授業実践および討論 

養護実習に向けた最終まとめ 

事前学習 
模擬授業指導案の再整理を行い，使用する教材を作成す

るなど準備をしておく。 

事後学習 
模擬授業から学んだことを小レポート用ワークシートに

記述しファイリングしておく。 

期末試験 



 

 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
幼児体育 （2単位） 

３．科目番号 

SSOT2423 

SCOT2423 

SJMP2142 

SJMP1142 
２．授業担当教員 飯田 昌男 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育内容（健康）（表現）、レクリエーション関係、健康スポーツの履修を勧める。 

７．講義概要 

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

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

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

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

管理、それらに必要な知識や技能を習得する。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

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

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

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

できる。（指導方法や声掛けなどを学ぶ。） 

3,リズム体操、身体表現の教材がつくれる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 実技試験[5種目（鉄棒・跳び箱・マット・竹馬・縄跳び）：子供たちの見本となるレベルです]。 

 レポートは、上記の遊び方（ねらい・留意点など）について提出する。  

課題２ 使用した教具の特性を生かし、対象年齢にあったリズム体操を創作し、発表・レポートにまとめる。 

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】河田 隆編『幼児体育教本』同文書院。 

日本幼児体育学会編『幼児体育』大学教育出版。 

     山口智之著『幼児体育－応用編－』タイケン出版。 

     東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

その他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.体力や運動レベルの差が大きいので、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価基準とする。 

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

3.授業を振り返り、幼児体育への考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1.授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2.実技試験・課題レポート 40％ 

3.振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの生活の中心は「あそび」であり、そのほとんどが「運動あそび」である。毎日元気いっぱい体を

動かすことによって、心身の発達を向上させる大切な時期でもある。この大切なときの指導援助は、家族を

はじめ幼稚園教諭や保育士である。この授業では、自らの健康の向上を図りながら運動あそび、リズム、身

体表現を楽しみ、次第に指導援助する視点に向かい、補助の仕方・声かけを学んでほしい。学習ノートを自

ら作成し、授業内容・留意点や気づいた点などを記録し、自分流声掛けを研究してほしい。きっと現場で役

に立つと思います。 

 授業においては以下のような基本的ルールを守ってください。 

1．授業中の活発な意見、質問等を期待します。 

2．欠席は学則に則り 3回までとします。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。理由は準備運動をすることと時間を守ることはとても重要であると

考えているからです。また、無断で早退した場合は欠席とします。 

3．実技中心の授業なので運動にふさわしい服装、髪型をしてきてください。ふさわしくない服装、髪型の場 

合は授業参加をお断りする場合があります。 

4．実技が出来なくてもあきらめないでください。努力と工夫を忘れずに前向きに考えましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の約束、内容等の説明）、 

幼児体育の目標とねらい 

事前学習 

幼稚園や保育所での運動遊びについて調べ

ておく。 

どのような保育者になりたいかまとめてお

く。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第２回 
集団あそび（ジャンケンゲーム、その他）の指導と声掛

けを学習する 

事前学習 ジャンケンゲームを調べてくる。 

事後学習 
現場で使えるように自分流の言葉（声掛け）

と本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第３回 

集団あそび（伝承あそび、竹馬）の指導と声掛けを学習

する 

 実技評価 

事前学習 伝承遊びについて調べてくる。 

事後学習 
現場で使えるように自分流の言葉（声掛け）

と本時の内容を学習ノートにまとめる。 



 

 

第４回 

器械運動あそび（マット）の指導・補助と声掛けを学習

する 

 実技評価 

事前学習 マット遊びについて調べてくる。 

事後学習 
現場で使えるように自分流の言葉（声掛け）

と本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第５回 

器械運動あそび（跳び箱）の指導・補助と声掛けを学習

する 

 実技評価 

事前学習 跳び箱遊びについて調べてくる。 

事後学習 
現場で使えるように自分流の言葉（声掛け）

と本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第６回 

器械運動あそび（鉄棒）の指導・補助と声掛けを学習す

る 

 実技評価 

事前学習 鉄棒遊びについて調べてくる。 

事後学習 
現場で使えるように自分流の言葉（声掛け）

と本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第７回 リズム体操（ジャズ体操、その他） 
事前学習 

子ども向け TV番組（特にリズム体操）などを

観てくる。 

事後学習 体操の振付を学習ノートにまとめる。 

第８回 リズム体操（パラバルーン、その他） 
事前学習 

子ども向け TV番組（特にリズム体操）などを

観てくる。 

事後学習 体操の振付を学習ノートにまとめる。 

第９回 
創作リズム体操 

（グループ練習、ディスカッション） 

事前学習 グループの発表曲の候補を挙げておく。 

事後学習 グループにて練習。 

第１０回 
創作リズム体操 

（グループ練習、ディスカッション） 

事前学習 グループにて練習。 

事後学習 グループにて練習。 

第１１回 

創作リズム体操 

（発表会のリハーサル、グループ練習、ディスカッショ

ン） 

事前学習 グループにて練習。 

事後学習 グループにて練習。 

第１２回 
創作リズム体操発表会 

 レポート提出 

事前学習 グループにて練習。 

事後学習 
自分たちの発表や他のグループの発表の振

り返りを学習ノートにまとめる。 

第１３回 
縄跳び（短縄）の指導と声掛けを学習する 

 実技評価 

事前学習 縄跳びの練習をしておく。 

事後学習 
現場で使えるように自分流の言葉（声掛け）

と本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第１４回 
縄跳び（長縄）の指導と声掛けを学習する  

 実技評価 

事前学習 縄跳びの練習をしておく。 

事後学習 
現場で使えるように自分流の言葉（声掛け）

と本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第１５回 

縄跳び（いろいろな跳び方）の指導と声掛けを学習する 

実技評価 

まとめと今後の課題 

事前学習 縄跳びの練習をしておく。 

事後学習 
現場で使えるように自分流の言葉（声掛け）

と本時の内容を学習ノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 幼児理解 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP2312 

SSOT2408 

SCOT2408 

JNCS1405 
２．授業担当教員 鈴木 美子 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

本科目では、幼児一人ひとりの行動や内面の理解、発達を適切に把握できるよう、実践事例（文献、映像）

等を用いて、幼児の生活の実際とその理解、具体的な指導のとらえと意味、幼児期の保育における環境のと

らえ方、評価の在り方、幼小の連携、並びに行事について学びます。 

８．学習目標 

・保育は環境を通して行うものであることが理解できるようになる。 

・保育者の役割をあげ、説明することができるようになる。 

・幼児期の保育における評価について説明することができるようになる。 

・幼小の学びの関連性が分かるようになる。 

・行事の意味が分かり、日常の保育との関係を説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

宿題：必要に応じて次回の授業に関するプリントを渡します。記入箇所に記載し、自分の考えをまとめ、文
章化した上で各回の授業（ディスカッション）に臨んで下さい。ディスカッションを充実させること

につながります。 

レポート：課題を授業中に提示します。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】小田豊編著『幼児教育の方法』北大路書房。 

【参考書】幼稚園教育要領解説、保育所保育指針解説書、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．保育及び幼児理解の基本を理解しているか。 

２．幼児期の発達が理解できたか。 

３. 保育者の役割を理解し、保育者の姿勢を意識して捉えてようとしているか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、グループワークで協働する態度、提出物、理解度を総合して評価

する。 

１ 受講態度        30％ 

２ 小テストによる理解度  40％ 

３ 提出物         30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大人になってきている自分を、もう一度振り返って、幼児期の自分の心や眼差しを思い起こしながら、子
どもの目線になって幼児理解を試みてみましょう。 

実践事例を通して、具体的に捉え考えることの積み重ねによって幼児理解を確かなものへと構築していき
ましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要、授業計画、保育とは 
事前学習 幼稚園教育要領解説とポイントを読んでおく。 

事後学習 幼児期の発達の特徴をまとめる。 

第２回 
環境を通して行う保育（その１） 

―子どもにとっての環境の意味― 

事前学習 プリントを読み必要箇所に記入しておく。 

事後学習 環境の意味をまとめる。 

第３回 
環境を通して行う保育（その２） 

―保育者の役割― 

事前学習 プリントを読み必要箇所に記入しておく。 

事後学習 保育者の役割をまとめる。 

第４回 
環境を通して行う保育（その３） 

―友だちという存在― 

事前学習 プリントを読み必要箇所に記入しておく。 

事後学習 友だちの存在についてまとめる。 

第５回 

実践事例の映像から 

―環境に関わって遊びを展開する子どもの

姿を具体的に捉える― 

事前学習 プリントを読んで課題を考えてまとめておく。 

事後学習 
事例をもとに環境の意味を具体的にまとめる 

第６回 
実践事例の映像から 

―保育者の援助を具体的に捉える― 

事前学習 プリントを読んでおく。 

事後学習 
事例をもとに、保育者の援助を具体的に捉えその意味を文
章化する 

第７回 保育の評価 
事前学習 プリントを読んで空欄に適当な文章を記入しておく。 

事後学習 反省評価についてまとめる 

第８回 
連携を生かした保育 

―保育における連携とは― 

事前学習 プリントの必要箇所に記入しておく。 

事後学習 保育における連携についてまとめる。 

第９回 

連携を生かした保育 

―保育場面と小学校以降の学びの関連性を
捉える― 

事前学習 プリントの必要箇所に記入しておく。 

事後学習 
幼児期における学びの芽生えとそれ以降の学習との関連を
まとめる 

第１０回 
行事を生かした保育 

―保育における行事の意味― 

事前学習 プリントを読んでおく。 

事後学習 
幼稚園教育要領解説とポイントの該当箇所を読み、行事の

意味をまとめる 

第１１回 
行事を生かした保育 

―運動会の実践事例から― 

事前学習 運動会について、幼児期の体験をまとめておく。 

事後学習 
映像の中の、幼児の具体的な姿を文章化し、日常の保育と
のつながりを捉える。 

第１２回 ３歳児の保育 

事前学習 プリントを読んでおく。 

事後学習 
3 歳児の発達と保育についてワークシートを仕上げ理解す
る。 

第１３回 4歳児の保育 事前学習 プリントを読んでおく。 



 

 

事後学習 
４歳児の発達と保育についてワークシートを仕上げ理解す
る。 

第１４回 ５歳児の保育 

事前学習 プリントを読んでおく。 

事後学習 
４歳児の発達と保育についてワークシートを仕上げ理解す
る。 

第１５回 まとめ 

事前学習 本授業の要点や課題を整理しておく。 

事後学習 
本授業を通して学んだことを振り返り、各課題に関するポ

イントを文章化する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 理科指導法 （2単位） 

３．科目番号 
SJEL3432 

EDEL3317 
２．授業担当教員 加藤 敏明 

４．授業形態 講義、実験、グループ学習、模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「理科」の単位を取得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

造的に捉え科学的な自然観を習得しなければならない。 

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

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

る力量を身につける必要がある。 

本講義では、身の回りの自然現象について知識及び技能、思考力・判断力、表現力並びに学びに向かう力を
もって解決していく力量を学習する。そのために、毎回授業に役立つ実験を行う。 

８．学習目標 

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

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

業を行い、理科の指導技術を習得し、授業中の安全管理について理解する。 

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

・毎回一つの実験を通して実践力のある理科教師になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１：６年の「燃焼の仕組み」の単元を指定し、指導案を作成する。 

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

あなたの考えを1,000字以内で述べなさい。 

課題３：年間指導計画を作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
加藤敏明、二村泰弘共著『小学校教師の理科指導法』上毛新聞社 
小学校学習指導要領解説 理科編東洋館出版社（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領』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．自然科学に対する科学的な物の見方・考え方を理解している。 

 ２．自然の原理・原則を理解し、論理的に理解できる。 

○評定の方法 

１．授業態度（教科書の準備・私語・発表）      総合点の５０％。 

２．レポート・指導案・模擬授業           総合点の５０％。 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生に期待すること 

１．教科書は必ず準備し、授業中は真剣に取り組み、分からないところは質問すること。 

２．授業中は他人に迷惑をかけないよう、私語・携帯電話・居眠り・飲食を禁止する。 

３．予習・復習をしっかり行い、学習内容を確実に習得する。 

４．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。理科教
育の目標について学習する。 

事前学習 理科の新学習指導要領を読んでおく。 

事後学習 理科教育で育成する能力について復習する。 

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

事後学習 戦前と戦後の理科教育の変遷について復習する。 

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

事後学習 年間指導計画の立て方を復習する。 

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

事後学習 学習指導案を作成する。 

第５回 
第３学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 3学年を読んでおく。 

事後学習 第 3学年の理科の目標と内容を復習する。 

第６回 
第４学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 4学年を読んでおく。 

事後学習 第 4学年の理科の目標と内容を復習する。 

第７回 
第５学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 5学年を読んでおく。 

事後学習 第 5学年の理科の目標と内容を復習する。 

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

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 6学年を読んでおく。 

事後学習 第 6学年の理科の目標と内容を復習する。 

第９回 
学習指導案をもとに模擬授業を行う。（６年生の内
容） 

事前学習 模擬授業の準備をしておく。 

事後学習 模擬授業の問題点を復習しておく。 



 

 

第１０回 
学習指導案をもとに模擬授業を行う。（６年生の内
容） 

事前学習 模擬授業の準備をしておく。 

事後学習 模擬授業の問題点を復習しておく。 

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

事後学習 理科の安全指導について復習する。 

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

事前学習 教科書の第６章を読んでおく。 

事後学習 野外学習について復習する。 

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

事前学習 教科書の第９章を読んでおく。 

事後学習 自然と共生する社会について復習する。 

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

事後学習 事例を通して評価してみる。 

第１５回 
まとめ（理科の新しい見方・考え方について学習
する） 

事前学習 理科の基礎・基本を調べておく。 

事後学習 理科の目指す資質・能力を復習しておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 臨床心理学 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3331 

SBMP3331 

SCMP3331 

SNMP3331 

SJMP3113 

２．授業担当教員 後藤 進吾 

４．授業形態 講義、討議、発表、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 

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

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

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

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

に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

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

２．各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

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

４．心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

５．主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 ワークシートを活用し、予習・復習を通して専門知識を理解し、説明できる。 

 既習事項により、課題レポート作成をとおして理解を深める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】特に指定しない。 
 配付資料（Ａ４版）を整理・まとめられるステーショナリーを準備する。 
【参考書】 

 藤山直樹・中村留貴子（監修） 湊真季子・岩倉拓・小尻与志乃・菊池恭子（著）『事例で学ぶアセスメン
トとマネジメント』岩崎学術出版社 
 乾吉佑（編）『心理療法の見立てと介入をつなぐ工夫』金剛出版 

 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．臨床心理学の構造、面接、査定、地域援助について理解し、説明できる。 

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

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 授業態度と参加姿勢   総合点の２０％ 

２ 試験          総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

13．オフィスアワー 決定次第、通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

予習の方法、課題レポートの作成について 

臨床心理学概説：面接・査定・地域援助 

事前学習 シラバスを熟読しておく 

事後学習 
キーワードの理解を確認し、課題レポート作成

の準備を進める 

第２回 
発達の過程で起こりうる心の問題： 

 いじめ・不登校・虐待・自傷行為・非行問題 

事前学習 
不登校や虐待についてニュースや事例を調べ

る 

事後学習 
学習した内容についてワークシートにまとめ

る 

第３回 こころの病気と発達障害：統合失調症 
事前学習 統合失調症について事前に調べる 

事後学習 統合失調症についてワークシートにまとめる 

第４回 こころの病気と発達障害：うつ病・躁うつ病 

事前学習 うつ病と躁うつ病について事前に調べる 

事後学習 
うつ病と躁うつ病についてワークシートにま

とめる 

第５回 こころの病気と発達障害：強迫症と摂食障害 

事前学習 強迫症と摂食障害について事前に調べる 

事後学習 
強迫症と摂食障害についてワークシートにま

とめる 

第６回 こころの病気と発達障害：発達障害 
事前学習 発達障害について事前に調べる 

事後学習 発達障害についてワークシートにまとめる 

第７回 
コミュニティ心理学 

 基礎と地域精神衛生、コンサルテーション 

事前学習 
コミュニティ心理学についてワークシートを

用いて調べ、予習する 

事後学習 ワークシートを作成する 

第８回 
学校における臨床： 

スクールカウンセリングの実際と事例検討 

事前学習 
スクールカウンセリング事業や学校臨床の事

例について調べる 

事後学習 
スクールカウンセラーの役割と実際について

ワークシートを用いてまとめる 



 

 

第９回 心理療法の歴史と理論 

事前学習 心理療法の歴史と理論について予習する 

事後学習 
歴史と理論についてワークシートを用いてま

とめる 

第１０回 さまざまな心理療法：精神分析 
事前学習 精神分析について配布した資料を読む 

事後学習 学習内容をワークシートにまとめる 

第１１回 さまざまな心理療法：来談者中心療法 
事前学習 来談者中心療法について配布した資料を読む 

事後学習 学習内容をワークシートにまとめる 

第１２回 さまざまな心理療法：行動療法 
事前学習 行動療法について配布した資料を読む 

事後学習 学習内容をワークシートにまとめる 

第１３回 さまざまな心理療法：臨床動作法 
事前学習 臨床動作法について配布した資料を読む 

事後学習 学習内容をワークシートにまとめる 

第１４回 

課題レポート作成① 

第 13回までの学びを基に、各自のテーマを設定し、

課題レポートを作成する。 

事前学習 レポート作成の各自の課題を設定する。 

事後学習 
課題レポートを作成 

第１５回 
課題レポート作成② 

 各自のテーマを設定し、課題レポートを作成する。 

事前学習 課題レポートの発表準備 

事後学習 期末試験に向け既習事項を整理する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 臨床心理学概論 / 臨床心理学 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP2114 

２．授業担当教員 野口 理英子 

４．授業形態 講義、討議、発表、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 

臨床心理学として、その成り立ち、不適応や障害、病、苦悩の発生原因や発生過程、回復の過程を探る科

学的側面と、問題を抱える人々に寄り添いながら、適応の調整や人格的成長を促進することで問題の解消や

軽減を目指す実践的側面との両面を学ぶ。そのために、心理的援助を必要とする人々の心理を理解するだけ

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

た、問題の解決に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

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

2.各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

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

4.心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

5.主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

6.スクールカウンセリングについて理解をし、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

1．グループ発表 

グループ毎に与えられるテーマについての発表に向けて、グループ内で役割分担して準備し発表する。 

テーマについては初回授業で周知する。 

2．課題シート（毎回を予定） 

3．レポート 
以下の設題のレポート課題を課する。 
設題：様々な臨床心理学的諸問題（不登校、いじめ、虐待、自殺、非行、緊急支援、被害者支援、子育て支

援等）の中から一つのテーマを選び、問題解決に向けて、臨床心理学が、その問題をどのようにとらえ、ど
のように貢献できるのかを1200字程度で論じなさい。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
野島一彦編著『臨床心理学への招待』ミネルヴァ書房、1995年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.精神疾患・発達障害を含めた心理的問題を抱える人の心理の理解 

2.各発達段階における心理的課題と障害の理解 

3.代表的な心理臨床の理解 

4.心理アセスメントの考え方と方法の理解 

5.主要な心理的援助の理論と技法の理解 

6.スクールカウンセリングについての理解 

○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。 

レポート課題 ４０％ 

授業への参加 ３０％ 

発表 ３０％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

以下のことを心がけて下さい。 

1．授業には積極的な態度で参加して下さい（意見を述べる、質問する、等）。 

2．事前・事後学習を通して、理解を深めて下さい。 

3．他の受講生に迷惑をかけないで下さい（発表時に欠席する、私語、等）。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション  グループ
分け 

事前学習 臨床心理学から、自分が学びたいことを学習ノートに書き出す。 

事後学習 グループ発表の準備に向けた今後の打ち合わせを行う。 

第２回 
臨床心理学はどのように生まれ、
展開してきているか（アメリカで
の展開と日本での経過） 

事前学習 
テキスト第１章（pp.10～17）を通読し、要点を学習ノートにまと
める。 

事後学習 臨床心理学とは何かを自分の言葉にして学習ノートにまとめる。 

第３回 
正常と病理の概念について理解す
る。 

事前学習 正常と異常について考えたことをノートにまとめる。 

事後学習 正常と異常の判断基準を学習ノートにまとめる。 

第４回 
神経発達障害（知的障害を含む）
の全体を理解する。 

事前学習 
神経発達障害について、自分の知っている事柄やそれに関連した自
分の体験をノートに箇条書きにしてくる。 

事後学習 神経発達障害のそれぞれの特性を学習ノートにまとめる。 

第５回 
不安障害について理解する。現代
人が持つ神経症的傾向についても
自分に当てはめて学習する。 

事前学習 自分の経験から、人が不安になるこころの仕組みを考えてくる。 

事後学習 不安障害についての理解を学習ノートにまとめる。 

第６回 
ストレスのメカニズムについて臨
床心理学的に理解する。 

事前学習 
自分がストレスを感じる時の状態を思い起こし、その様子を箇条書
きにすることと、ストレスを解消するための自分なりの方法を書き
出してくる。 

事後学習 ストレスについての理解を学習ノートにまとめる。 

  



 

 

第７回 
双極性障害とうつ病性障害の理解
と援助の基礎を学ぶ。 

事前学習 うつ病性障害について調べて学習ノートにまとめる。 

事後学習 
双極性障害とうつ病性障害に対しての心理的支援の要点を学習
ノートにまとめる。 

第８回 
統合失調症の理解と援助の基礎を
学ぶ。 

事前学習 統合失調症について調べて、学習ノートにまとめる。 

事後学習 
統合失調症に対しての心理的支援の要点を学習ノートにまとめ
る。  

第９回 
乳幼児期の発達課題と心理的な問
題を理解する。 

事前学習 
乳幼児期の健康な発達像について調べて、学習ノートにまとめ
る。 

事後学習 
乳幼児期の発達課題と心理的問題について学習ノートにまとめ
る。 

第１０回 
学童期の発達課題と心理的な問題
を理解する。 

事前学習 学童期の健康な発達像について調べて、学習ノートにまとめる。 

事後学習 学童期の発達課題と心理的問題について学習ノートにまとめる。 

第１１回 
思春期の発達課題と心理的な問題
を理解する。 

事前学習 思春期の健康な発達像について調べて、学習ノートにまとめる。 

事後学習 思春期の発達課題と心理的問題について学習ノートにまとめる。 

第１２回 
青年期の発達課題と心理的な問題
を理解する。 

事前学習 青年期の健康な発達像について調べて、学習ノートにまとめる。 

事後学習 青年期の発達課題と心理的問題について学習ノートにまとめる。 

第１３回 
成人期の発達課題と心理的な問題
を理解する。 

事前学習 成人期の健康な発達像について調べて、学習ノートにまとめる。 

事後学習 成人期の発達課題と心理的問題について学習ノートにまとめる。 

第１４回 
老年期の発達課題と心理的な問題
を理解する。 

事前学習 老年期の健康な発達像について調べて、学習ノートにまとめる。 

事後学習 老年期の発達課題と心理的問題について学習ノートにまとめる。 

第１５回 

心理アセスメントの理解（見立て
と診断の違い）とその多様性を知
る。知能検査・パーソナリティ検
査についても理解する。 

事前学習 
テキスト pp.56～65 を通読して、分からない用語や理解できない
事柄を書き出してくる。 

事後学習 
心理アセスメントと医学的診断の違いについて、学習ノートにま
とめる。心理テスト実施をめぐる諸問題について学習ノートにま
とめる。 

第１６回 

力動論（特に、精神分析学）につ
いて理解する。フロイトの自我構
造論・防衛機制の考え方を学び、
分析心理学の考え方も理解する。 

事前学習 テキスト pp.94～100 を通読し、興味のある個所を書き出す。 

事後学習 
自我構造論・防衛機制および分析心理学の考え方を学習ノートに
まとめる。 

第１７回 

人間性心理学（特に、来談者中心
療法）について理解する。ロジャ
ーズの自己理論の考え方およびカ
ウンセラーの 3 条件を学ぶ。 

事前学習 
テキスト pp.107～112 を通読して、自分のもつ人間観について
考えてみる。 

事後学習 
自己理論の考え方とカウンセラーの 3 条件について学習ノート
にまとめる。 

第１８回 行動論について理解する。 
事前学習 

テキスト pp.100～107 を通読して、学習理論が当てはまる身の
回りの出来事をリストアップする。 

事後学習 行動論について理解したことを学習ノートにまとめる。 

第１９回 
認知論について理解する。特に、
エリスの論理療法とベックの認知
療法の違いについて理解する。 

事前学習 
捉え方の違いによって自分の感じ方が変わった実体験を思い出
して書き出してくる。 

事後学習 エリスとベックの療法の違いについて学習ノートにまとめる。 

第２０回 
システム論について理解する。代
表的な家族療法の考え方を学習す
る。 

事前学習 
テキスト pp.170～174 を通読して、分からない言葉を書き出し
調べてくる。 

事後学習 
ベイトソンのコミュニケーション理論とベルタランフィーの一
般システム理論の考え方をまとめ、家族療法の考え方を整理す
る。 

第２１回 

教育領域における心理臨床につい
て理解する。特に、スクールカウ
ンセリングについて学習し、コミ
ュニティアプローチを理解する。 

事前学習 テキスト pp.184～188 および pp.178～182 を通読しておく。 

事後学習 
教育領域における心理臨床について要点を学習ノートにまとめ
る。日本におけるスクールカウンセラー制度についてまとめる。 

第２２回 
不登校・いじめ問題を理解し、そ
の心理的援助について学ぶ。 

事前学習 
不登校問題の原因について自分が考えたことを学習ノートにま
とめる。 

事後学習 不登校・いじめ問題の要点を学習ノートにまとめる。 

第２３回 
福祉領域の心理臨床について理解
する。 

事前学習 テキスト pp.189～193 を通読しておく。 

事後学習 
福祉領域における心理臨床について要点を学習ノートにまとめ
る。 

第２４回 
虐待問題、障害を持つ人、高齢者
への心理的支援を学ぶ。 

事前学習 
虐待問題の対策について自分が考えたことを学習ノートにまと
める。 

事後学習 虐待問題の要点を学習ノートにまとめる。 

第２５回 
医療領域の心理臨床について理解
する。 

事前学習 テキスト pp.199～203 を通読しておく。 

事後学習 
医療領域における心理臨床について要点を学習ノートにまとめ
る。 

第２６回 
がん医療およびリエゾン医療にお
ける心理臨床を学ぶ。 

事前学習 
医療領域の心理臨床的問題を自分なりに考えて学習ノートにま
とめる。 

事後学習 リエゾン医療における心理臨床について学習ノートにまとめる。 

第２７回 産業領域の心理臨床を理解する。 
事前学習 テキスト pp.204～208 を通読しておく。 

事後学習 
産業領域における心理臨床について要点を学習ノートにまとめ
る。 

第２８回 
自殺問題を理解し、その予防策に
ついて学ぶ。 

事前学習 
自殺問題の予防策について自分が考えたことを学習ノートにま
とめる。 

事後学習 自殺問題の予防策について要点を学習ノートにまとめる。 

第２９回 
司法・矯正領域の心理臨床を理解
する。 

事前学習 テキスト pp.194～198 を通読しておく。 

事後学習 
司法領域における心理臨床について要点を学習ノートにまとめ
る。 

第３０回 
非行問題を理解し、その心理的援
助について学ぶ。 

事前学習 非行問題について自分が考えたことを学習ノートにまとめる。 

事後学習 非行問題の心理的援助について学習ノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーション理論 （2 単位） 

３．科目番号 GEHL1103 

２．授業担当教員 中村 裕 

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

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

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

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

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

より、レクリエーション支援の理論を学習していく。 

８．学習目標 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．レクリエーションの基礎的理論のレポート作成。 

２．グループによる企画書作成および運営。 

３．レクリエーション指導のポイントと工夫についての口頭発表。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特になし（必要に応じて適宜資料を配布する） 

【参考書】 

日本レクリエーション協会編『レクリエーション支援の基礎』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（本講義の意義、概要、留意点、制度、役割など） 

アイスブレーキングを体験 1 

事前学習 レクリエーションとは何かを考える 

事後学習 レクリエーションの意義と概要を復習する。 

第２回 

レクリエーションの基礎理論 

（アイスブレーキングの役割と意義） 

レクリエーション体験・ディスカッション 

アイスブレーキングを体験 2 

事前学習 アイスブレーキングついて調べる。 

事後学習 
アイスブレーキングの役割についてまとめ

る。 

第３回 

ライフスタイルとレクリエーション 

（レクリエーション支援論について） 

幼児期へのレクリエーション支援 グループに分かれ

て企画・発表 1 

事前学習 

レクリエーション支援法について考える。 

ライフスタイルごとのレクリエーションに

ついて調べる。幼児期の特徴を調べる 

事後学習 
ライフスタイルごとの課題を復習する。当日

の反省と次への発展の仕方をまとめる 

第４回 

レクリエーションの事業論 1 

（事業計画・安全管理） 

幼児期へのレクリエーション支援 グループに分かれ

て企画・発表 2 

事前学習 事業計画とはどういうものか調べる。 

事後学習 

事業計画および安全管理を復習。 

（安全管理の必要性） 

（安全管理の方法）を自分なりにまとめる。

当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

第５回 レクリエーションの事業論 2 事前学習 児童期の特徴を調べる 



 

 

（レクリエーション計画・準備） 

児童期へのレクリエーション支援 グループに分かれ

て企画・発表 1 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

第６回 

コミュニケーション・ワーク 

（ホスピタリティーについて） 

児童期へのレクリエーション支援 グループに分かれ

て企画・発表 2 

事前学習 ホスピタリティーを調べる。 

事後学習 

レクリエーションにおけるホスピタリティ

ーの意義を復習する。当日の反省と次への発

展の仕方をまとめる 

第７回 

鬼ごっこについて 

鬼ごっこの歴史、意義、概要、留意点 

レクリエーション体験・ディスカッション 

（いろいろな鬼ごっこを体験） 

事前学習 鬼ごっこについて調べる。 

事後学習 
体験した鬼ごっこをヒントに個人で新しい

鬼ごっこを企画 

第８回 

鬼ごっこ企画 

（グループで対象年齢に合った鬼ごっこの企画案を作

成）グループごとに企画・発表 

事前学習 鬼ごっこ企画の運営方法を考える 

事後学習 発表後の改善点について振り返り。 

第９回 
レクリエーション事業の実際１ 

（グループにてドッジボール 実践） 

事前学習 ドッジボール運営の方法について考える。 

事後学習 ドッジボール運営の注意点を復習する。 

第１０回 
レクリエーション事業の実際２ 

（グループにてドッジボール企画、運営、） 

事前学習 ドッジボール運営の方法について考える。 

事後学習 ドッジボール運営の注意点を復習する。 

第１１回 
高齢者のレクリエーション 

体験とディスカッション 

事前学習 高齢者の特徴を調べる 

事後学習 
体験したレクリエーションを個人的にアレ

ンジする 

第１２回 
グループに分かれて高齢者向きのレクリエーションを

企画・発表 

事前学習 高齢者が可能な運動プログラムを考える 

事後学習 発表後の改善点について振り返り 

第１３回 
障害者のレクリエーション 

体験とディスカッション 

事前学習 障がいの種類と障害者の特徴を調べる 

事後学習 
体験したレクリエーションを個人的にアレ

ンジする 

第１４回 
グループに分かれて障害者向きのレクリエーションを

企画・発表 

事前学習 障害者が可能な運動プログラムを考える 

事後学習 発表後の改善点について振り返り 

第１５回 まとめ・評価 

事前学習 今まで行ってきた授業を全体的に振り返る 

事後学習 
レクリエーションの意義・支援についてまと

める 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーション理論 （2単位） 

３．科目番号 GEHL1103 

２．授業担当教員 佐藤 友樹 

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

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーションワークの授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

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

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

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

より、レクリエーション支援の理論を学習していく。 

８．学習目標 

1. 日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターの資格の取得を目指す(取得希望者)。 

2. レクリエーションの基礎理論を理解し、説明できる。 
3. 様々な現場での様々な対象者にあったレクリエーションの援助方法を知る。 
4. レクリエーションの企画・運営ができる理論・知識を身につける。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実技発表：レクリエーション大会の運営。 
課題レポート：レクリエーション大会の評価。 

10．教科書・参考書・

教材 

必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

第 1回の授業は、教室でオリエンテーションとする。 

第 2回から第 14回までは、体育館で実技となるので運動ができる服装を準備すること。原則、ジャージで参
加すること。また、体育館シューズを準備すること。 

第 8回の授業は、教室でレクリエーション大会に向けての準備を行う。 

第 15回の授業は、教室で授業の振り返りを行う。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 
事前学習 シラバスに目を通して本授業内容を確認する。 

事後学習 今後の学習計画を立てる。 

第２回 レクリエーションの意義 
事前学習 「レクリエーション」という言葉を調べる。 

事後学習 身近なレクリエーションについて考える。 

第３回 アイスブレーキングの意義 
事前学習 「アイスブレーキング」という言葉を調べる。 

事後学習 アイスブレーキングについて整理する。 

第４回 幼児期・児童期のレクリエーション 

事前学習 
幼児期・児童期のレクリエーションの特性について調
べる。 

事後学習 
幼児期・児童期のレクリエーションの特性について整

理する。 

第５回 青年期・中年期のレクリエーション 

事前学習 
青年期・中年期のレクリエーションの特性について調
べる。 

事後学習 
青年期・中年期のレクリエーションの特性について整

理する。 

第６回 老年期・障がい者のレクリエーション 

事前学習 
老年期・障がい者のレクリエーションの特性について
調べる。 

事後学習 
老年期・障がい者のレクリエーションの特性について

整理する。 

第７回 チャレンジ・ザ・ゲーム 
事前学習 チャレンジ・ザ・ゲームの種類を調べる。 

事後学習 実施したチャレンジ・ザ・ゲームを評価する。 

第８回 
レクリエーション大会を企画① 
 展開案の作成 

事前学習 展開案作成のための資料を収集する。 

事後学習 作成した展開案をチェックする。 

第９回 
レクリエーション大会を企画② 
 予行練習 

事前学習 予行練習に必要な道具等を準備する。 

事後学習 展開案の最終チェックをする。 

第１０回 
レクリエーション大会① 
 1日目 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする。 

事後学習 レクリエーション大会の評価をする。 



 

 

第１１回 
レクリエーション大会② 
 2日目 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする。 

事後学習 レクリエーション大会の評価をする。 

第１２回 
レクリエーション大会③ 
 3日目 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする。 

事後学習 レクリエーション大会の評価をする。 

第１３回 
レクリエーション大会④ 
 4日目 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする。 

事後学習 レクリエーション大会の評価をする。 

第１４回 
レクリエーション大会⑤ 
 5日目 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする。 

事後学習 レクリエーション大会の評価をする。 

第１５回 まとめ（授業の振り返り） 
事前学習 これまでの授業内容を振り返る。 

事後学習 これまでの授業内容を整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーション理論 （2単位） 

３．科目番号 

GEBS2303 

GEHL2314 

GEHL1103 ２．授業担当教員 相原 豊 

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

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

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

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

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

より、レクリエーション支援の理論を学習していく。 

８．学習目標 

1. 日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターの資格の取得を目指す(取得希望者)。 

2. レクリエーションの基礎理論を理解し、説明できる。 
3. 様々な現場での様々な対象者にあったレクリエーションの援助方法を知る。 
4. レクリエーションの企画・運営ができる理論・知識を身につける。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ レクリエーションの基本的理論と概念のレポート 

課題２ レクリエーションの企画と運営の実施 

10．教科書・参考書・

教材 

必要に応じて適宜資料を配布します 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義はレクリエーションの基本的意義からレクリエーションの概念等まで理解し応用技術の実践ができる

ことを目的とします。また自分の人生においてどのようにレクリエーションと関わっていくかというライフ
サイクルプランの作成も行うことで現場での企画、運営が可能となる指導者を目標とします 
なお運動時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です。また室内では体育館シューズ

を使用します。 

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：概要や進め方、目的確認 
事前学習 レクリエーションの意味を考える 

事後学習 レクリエーションの目的と意味を考える 

第２回 
レクリエーションの基礎理論① 
○レクリエーションの意義と役割 

事前学習 レクリエーションの意義を考える 

事後学習 レクリエーションの課題を考える 

第３回 
レクリエーションの基礎理論② 
○各発達段階のレクリエーション 

事前学習 各発達段階を調べる 

事後学習 各発達段階のレクリエーションをまとめる 

第４回 
レクリエーションの体験① 
○様々な基礎的レクリエーション 

事前学習 基本的なレクリエーションを調べる 

事後学習 実践したレクリエーションをまとめる 

第５回 
レクリエーションの体験② 
○ニュースポーツを用いたレクリエーション 

事前学習 ニュースポーツを調べる 

事後学習 実践したニュースポーツをまとめる 

第６回 
レクリエーションの体験③ 
○発達段階に適したレクリエーション 

事前学習 ３回目の資料に目を通す 

事後学習 実践したレクリエーションをまとめる 

第７回 
グループワーク① 
○目的・対象に応じたレクリエーションの考案 
「青年期におけるチーム力 UP について」 

事前学習 初期発達段階のレクリエーションを考える 

事後学習 実践したレクリエーションをまとめる 

第８回 
グループワーク② 
○目的・対象に応じたレクリエーションの考案 
「老年期における他者との関わりについて」 

事前学習 中・壮年期レクリエーションを考える 

事後学習 実践したレクリエーションをまとめる 

第９回 
グループによる企画① 
乳幼児期を考慮した企画 

事前学習 レクリエーション大会の企画を行う 

事後学習 実践結果から改善案をまとめる 

第１０回 
グループによる企画② 
児童期を考慮した企画 

事前学習 レクリエーション大会の企画を行う 

事後学習 実践結果から改善案をまとめる 

第１１回 
グループによる企画③ 
中壮年期を考慮した企画 

事前学習 レクリエーション大会の企画を行う 

事後学習 実践結果から改善案をまとめる 

第１２回 
グループによる企画④ 
障害を考慮した企画 

事前学習 レクリエーション大会の企画を行う 

事後学習 実践結果から改善案をまとめる 

第１３回 グループによる企画⑤ 事前学習 レクリエーション大会の企画を行う 



 

 

街づくり、地域活性を考慮した企画 事後学習 実践結果から改善案をまとめる 

第１４回 レクリエーション大会① 
事前学習 レクリエーション大会の準備 

事後学習 大会の反省から次回の改善を考える 

第１５回 
レクリエーション大会② 
まとめ 

事前学習 レクリエーション大会の準備 

事後学習 適切なレクリエーション方法を考察する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 労働安全衛生法（じん肺法を含む） （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3337 

SNMP3337 

SCMP3337 

SBMP3337 
２．授業担当教員 橋本 由利子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

責務についても規定している。 

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

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

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

る福祉を学んだ衛生管理者が求められていることについても学ぶ。 

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

ればならない科目の一つである。 

８．学習目標 

１．労働安全衛生法および施行令、施行規則について説明できるようになる。 

２．事務所衛生基準規則について説明できるようになる。 

３．酸素欠乏症等防止規則について説明できるようになる。 

４．有機溶剤中毒予防規則について説明できるようになる。 

５．特定化学物質等障害予防規則について説明できるようになる。 

６．粉じん障害防止規則について説明できるようになる。 

７．じん肺法およびじん肺法施行規則について説明できるようになる。 

８．石綿障害予防規則について説明できるようになる。 

９．電離放射線障害防止規則について説明できるようになる。 

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

なる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題： 

① 毎回の授業開始時に前回の復習テストを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】中央労働災害防止協会編『衛生管理 下＜第 1種用＞』中央労働災害防止協会、2020年。 

【参考書】中央労働災害防止協会編『安全衛生法令要覧』中央労働災害防止協会。 

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

て理解できたか。 

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 

２．課題レポート・期末試験など       総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家資格である第 1 種衛生管理者と同等以上の知識を習得することを第一目標とする授業を行うので、以

下の「ルール」をしっかり守ってください。 

[受講生に期待される学習態度] 

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

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

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

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

３．授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用については厳格に対処する。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

シラバスの説明、労働安全衛生法について（１） 

(労働安全衛生法成立の背景、労働安全衛生法の目的、誰

が守るのか、法律の読み方) ビデオ「労働安全衛生規則

の手引き～法令を正しく理解しよう」 

事前学習 
労働安全衛生法とはどのようなものか考え

てくる 

事後学習 法律の読み方について復習する 

第２回 

労働安全衛生法について（２） 

（どのような事柄が書かれているのか） 

ビデオ「労働安全衛生法とは」 

事前学習 
教科書「労働安全衛生法制定の趣旨及び改正

の経緯」について読んでくる 

事後学習 労働安全衛生法の概要について復習する 

第３回 

労働安全衛生法①（衛生管理体制、衛生管理者の選任と職

務、総括安全衛生管理者について） 

国家試験問題の検討 

事前学習 
教科書「労働安全衛生法第 3章安全衛生管理

体制関係」を読んでくる 

事後学習 
衛生管理体制について国家試験問題を復習

する 



 

 

 

第４回 
労働安全衛生法②（衛生委員会、産業医について） 

国家試験問題の検討 

事前学習 
教科書「労働安全衛生法第 3章安全衛生管理

体制関係」を再度読んでくる 

事後学習 
衛生委員会について国家試験問題を復習す

る 

第５回 

労働安全衛生法③（雇入れ時の安全衛生教育、健康診断に

ついて） 

国家試験問題の検討 

事前学習 
教科書「労働安全衛生法第 6章安全衛生教育」

を読んでくる 

事後学習 
安全衛生教育について国家試験問題を復習

する 

第６回 

事務所衛生基準規則について（事務所環境の測定頻度、換

気設備の点検等について） 

国家試験問題の検討 

事前学習 教科書「事務所衛生基準規則」を読んでくる 

事後学習 
事務所環境基準規則について国家試験問題

を復習する 

第７回 

酸素欠乏等防止規則について（酸素欠乏危険場所につい

て、環境測定・健康診断について） 

国家試験問題検討 

事前学習 
教科書「酸素欠乏症等防止規則」を読んでく

る 

事後学習 
酸素欠乏等防止規則について国家試験問題

を復習する 

第８回 

有機溶剤中毒予防規則について（有機溶剤の種類、設置す

べき換気設備、環境測定・健康診断について） 

国家試験問題の検討 

事前学習 
教科書「有機溶剤中毒予防規則」を読んでく

る 

事後学習 
有機溶剤中毒予防規則について国家試験問

題を復習する 

第９回 

特定化学物質障害予防規則について（特定化学物質の種

類、設置すべき設備、環境測定・健康診断について） 

国家試験問題の検討 

事前学習 
教科書「特定化学物質障害予防規則」を読ん

でくる 

事後学習 
特定化学物質障害予防規則について国家試

験問題を復習する 

第１０回 

粉じん障害防止規則・石綿障害予防規則について（粉じん

作業・石綿作業について、設置すべき設備、環境測定） 

国家試験問題の検討 

事前学習 
教科書「粉じん障害防止規則・石綿障害予防

規則」を読んでくる 

事後学習 
粉じん障害防止規則・石綿障害予防規則につ

いて国家試験問題を復習する 

第１１回 
じん肺法について（健康診断、じん肺管理区分について） 

国家試験問題の検討 

事前学習 
教科書「じん肺法及び同法施行規則」を読ん

でくる 

事後学習 じん肺法について国家試験問題を復習する 

第１２回 

電離放射線障害防止規則について（電離放射線の基準値、

設置すべき設備、環境測定・健康診断について） 

国家試験問題の検討 

事前学習 
教科書「電離放射線障害防止規則」を読んで

くる 

事後学習 
電離放射線障害防止規則について国家試験

問題を復習する 

第１３回 
労働基準法（危険有害業務関係、妊産婦の保護関係）国家

試験問題の検討 

事前学習 
教科書「労働基準法の概要（危険有害業務関

係、妊産婦の保護関係）」を読んでくる 

事後学習 
労働基準法（危険有害業務関係、妊産婦の保

護関係）の国家試験問題を復習する 

第１４回 
最近の法律改正について（過重労働・メンタルヘルス対策、

有害性・危険性の調査等） 

事前学習 最近の法律改正について考えてくる 

事後学習 

最近の法律改正（過重労働・メンタルヘルス

対策、有害性・危険性の調査等）について復

習する 

第１５回 
まとめ、福祉施設で発生する可能性のある労働衛生上の問

題にはどのようなものがあるかグループで話し合う。 

事前学習 
福祉施設での労働衛生上の問題点について

考えてくる 

事後学習 
この科目で学習したことをまとめ、グループ

で話し合った結果をまとめる 

期末試験 

 


