
 

 

１．科目名（単位数） 教育学特論 （2 単位） 

３．科目番号 

 

SJMP5102 

 ２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 講義・ディスカッション・プレゼンテーション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

 本講義では、教育学という学問の特性と教育学が取り扱う諸領域について教科書の読解を通して明らか

にしていく。その過程において各受講者が自らの研究内容は教育学のどの領域と関連しているのか、研究

方法は何を選択すべきかについて省察を深め、教育学的視座を活かして研究が進められるようにすること

を目的としている。 

 現代の教育学研究の成果に学び、教育学的視座から様々な教育に関わる問題についてディスカッション

を通して考察を深めていきたい。 

８．学習目標 

１．教育学という学問の特性と教育学が取り扱う諸領域について理解する。 

２．教育学における科学と思想の関係について理解を深め、教育学研究の方法を身に付ける。 

３．現代の教育学研究の成果に学び、教育学的視座から様々な教育問題を考察できる力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１． レジュメの作成 

各回の担当箇所についてレジュメにまとめて発表し、授業内で議論すべきテーマや課題を挙げる。 

２． 期末レポート 

「授業の内容を踏まえて、教育学の研究内容や研究方法を自らの研究に今後どう活用していくのかについ

て論じなさい。」（2000字～3000字程度） 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

木村元・小玉重夫・船橋一男『教育学をつかむ 【改訂版】』有斐閣、2019。 

【参考書】 

村井実『教育学入門』講談社、1976。 

広田照幸『ヒューマニティーズ 教育学』岩波書店、2009。 

勝野正章・庄井良信『問いからはじめる教育学』有斐閣ストゥディア、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育学という学問の特性と教育学が取り扱う諸領域について理解することができたか。 

２．教育学における科学と思想の関係について理解し、教育学研究の方法を身に付けることができたか。 

３．教育学的視座から現代の様々な教育問題を考察できる力を身に付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・発言等）    30％ 

・課題（レジュメ・プレゼンテーション等）     30％ 

・期末評価（期末レポート等）           40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

児童学専攻の学生として、教育学という学問分野について理解し、自らの研究に活用できるところを１

つでも多く見つけてもらいたいと思います。 

 

13．オフィスアワー 
授業中に指示する。 

 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ オリエンテーション‐教育学とは何か‐(unit0) 

【学習の目標】 教育学とは何かについて理解を深める。 

【学習の内容】 教育学の学問的性格や対象領域について考察し、教育学の成果について学び、それをふまえることの意義について

考える。 

【キーワード】 教育、教育学 

【学習の課題】 普段何気なく使用している「教育」や「教育学」の意味をもう一度、考え直してみる。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 固定観念にとらわれることなく、言葉の意味を考え直してみる。 

2 . テ ー マ 教育と子ども(unit1～3) 

【学習の目標】 現代の教育観や子ども観の成立過程と人間の発達理論について理解する。 

【学習の内容】 現代の教育観や子ども観がどのように成立してきたのかについて、人間の発達理論を踏まえて検討する。 

【キーワード】 教育の概念、子ども観、発達論 

【学習の課題】 自らの教育観や子ども観はどのような教育思想や理論の影響を受けていたのかについて考察する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

3 . テ ー マ 教育と社会(unit4～6) 

【学習の目標】 近代以降の教育と社会との関りについて理解する。 

【学習の内容】 近代学校と国民教育の成立過程を学び、教育と社会との関わりについて考察する。 

【キーワード】 近代学校、国民教育、社会変動 

【学習の課題】 近代以降の教育と社会との関りについて理解し、今後の教育のあり方について検討する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 



 

 

4 . テ ー マ 教育の目的(unit7～9) 

【学習の目標】 教育の目的の歴史的変遷について理解する。 

【学習の内容】 教育の目的が近代以降、どのように変化していったのかを理解し、近代教育における教育の目的について考察する。 

【キーワード】 近代啓蒙思想、ジェンダー、リテラシー 

【学習の課題】 どのような歴史的変遷を経て、教育の目的が確立されていったのかを明らかにしていく。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

5 . テ ー マ ペタコジーのグランドデザイン(unit10、11) 

【学習の目標】 「学び」「目標」「評価」「学力」について問い直し、理解を深める。 

【学習の内容】 「学び」とは何かについて考察し、それをどのように「評価」するのかについて検討する。 

【キーワード】 学び、目標と教育評価、学力 

【学習の課題】 「学び」「目標」「評価」「学力」のあり方について再考し、現代教育に求められる学習のあり方について検討する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

6 . テ ー マ カリキュラム開発と新たな学びのデザイン(unit12、13) 

【学習の目標】 カリキュラム開発と新たな学習の過程と形態について理解する。 

【学習の内容】 カリキュラムとは何かについて理解を深め、現代におけるカリキュラム開発や学習のあり方について考察する。 

【キーワード】 カリキュラム、学習 

【学習の課題】 カリキュラム開発について理解し、各カリキュラムにおける学びにあり方について検討する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

7 . テ ー マ 教材と学習環境(unit14、15) 

【学習の目標】 教材と学習環境の理想的なあり方について理解する。 

【学習の内容】 様々な教材や学習環境の形態について学び、どのような教材と学習環境が理想的なのかについて考察する。 

【キーワード】 メディア、学びの空間 

【学習の課題】 教育内容に合わせた適切な教材と学習環境をどのように選択するのかについて検討する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

8 . テ ー マ 生活指導と教育相談(unit16、17) 

【学習の目標】 学校教育の中で生活指導や教育相談がどのように成立し、位置づけられてきたのかについて理解する。 

【学習の内容】 生活指導や教育相談の成り立ちについて理解し、それらの望ましいあり方について考察する。 

【キーワード】 生活指導、教育相談、カウンセリング 

【学習の課題】 生活指導や教育相談の概要について理解し、それらが教科指導等の他の教育活動とどのように関連しているのかに

ついて検討する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

9 . テ ー マ ペタコジーの担い手(unit18、19) 

【学習の目標】 教師に求められる社会的ニーズを把握し、それを踏まえた教師の専門性について理解する。 

【学習の内容】 教師にはどのような専門性があるのかについて学び、今後求められる教師固有の専門性について検討する。 

【キーワード】 専門職、反省的実践家、民主的専門職性 

【学習の課題】 教師にどのような専門性があるのかを学び、専門職としての教師のあり方について考察する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

1 0 . テ ー マ 教育の制度(unit20、21) 

【学習の目標】 教育行政の仕組みについて理解し、教育制度を改革していくための方法等を学ぶ。 

【学習の内容】 文部科学省や教育委員会などの教育行政の仕組みを学び、憲法や教育基本法の位置づけを踏まえた上で教育制度の

望ましいあり方について考察する。 

【キーワード】 文部科学省、教育委員会、立憲主義、法治主義 

【学習の課題】 教育委員会制度の理念や教育における立憲主義の意義を理解し、それを踏まえた上での教育制度改革について検討

する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

1 1 . テ ー マ 学校接続と中等・高等教育(unit22、23) 

【学習の目標】 日本の中等教育と高等教育の学校接続に関して理解し、その改革の方向性について学ぶ。 

【学習の内容】 日本における中等教育と高等教育の進級・進学制度の原理を学び、近年の改革動向について理解する。 

【キーワード】 履修主義、修得主義、中高等教育 

【学習の課題】 日本の中等教育と高等教育の学校接続の現状やその改革の方向性を踏まえて、望ましい学校接続のあり方について

考察する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

1 2 . テ ー マ キャリア教育・生涯学習(unit24、25) 

【学習の目標】 進路指導やキャリア教育、生涯学習の理念について理解する。 



 

 

【学習の内容】 キャリア教育や生涯学習が提唱される社会的背景を理解し、それらの望ましいあり方について考察する。 

【キーワード】 進路指導、キャリア教育、生涯学習 

【学習の課題】 進路指導やキャリア教育、生涯学習の理念について理解し、これからの社会でそれらが果たすべき役割について検

討する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

1 3 . テ ー マ 学習権と多文化教育(unit26、27) 

【学習の目標】 子どもの学習と参加の権利や多文化教育の理念について理解する。 

【学習の内容】 子どもの学習と参加の権利や多文化教育の理念について学び、今後求められる子どもの学習権の擁護や多文化教育

のあり方について考察する。 

【キーワード】 学習権、多文化教育 

【学習の課題】 子どもの学習権や多文化教育の理念を踏まえて、これからの時代に必要となる教育のあり方について検討する。 

【参考文献】  『教育学入門』『ヒューマニティーズ 教育学』『問いからはじめる教育学』 

【学習する上での留意点】 授業をふり返り、理解が不十分な点があれば質問する内容を整理しておく。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：これまで授業で取り上げてきたテーマの中から興味あるものを１つ選び、文献調査等を行い、考
察をまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：シティズンシップ教育の近年の動向について理解し、これからの時代に必要となる教育のあり方
について検討する。各受講生が教育学を学ぶ意義について自らの考えをまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末レポート作成に活用する。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 児童学研究基礎論 （2 単位） 

３．科目番号 

 

SJMP5101 

 ２．授業担当教員 岡野 雅子、関口 はつ江、植地 正文、 

４．授業形態 オムニバス形式による ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

「全体としての子ども」（a child as a whole）の理念のもとで、多分に学際的な性格をもつ児童学は、子ど

もに関する総合的な学問として発展してきた。本科目では、保育、教育、心理、保健・医療、福祉の諸領
域を包括する複合科学としての児童学について理解し、知識を深める。児童学専攻科目を履修し児童学研
究に取り組むに当たり、まず、児童学についておよび研究方法の基礎について学ぶ。 

・児童学（child studies）について理解する。 

・児童学は子どもの視点で考える学問であることを理解する。 

・児童学は学際的であり、既存の領域に縛られずに多様な知を取り入れることを理解する。 

・児童学にはいろいろなアプロ－チがあり、研究方法はいろいろあることを理解する。 

・研究論文の構成および進め方について理解する。 

 

８．学習目標 

1）児童学について説明できるようになる。 

2）児童学領域の様々な研究方法について説明できるようになる。 

3）自己課題に必要な資料検索の方法について習得する。 

4）研究論文として構成すべき事項について説明できるようになる。 

5）自己課題について児童学研究としての計画を立てることができるようになる。 

6）研究論文の進め方について習得する。 

 

９．レポート課題 

レポート課題：  

1）児童学とは何かについて述べなさい。（テーマ 3 終了時に提出する。） 

2）科学論文としての児童学研究論文について、自己の課題（仮のもので可）を設定してその論文の
構成を書いて説明しなさい。（テーマ 6 終了時に提出する。） 

3）児童学研究における量的研究と質的研究それぞれの目的、有効性と限界について述べなさい（テ
ーマ 10 の終了時点で提出する） 

4）子どもに関する保健・医療上の課題を 1 つ選び、その課題の研究方法について述べなさい。 

（テーマ 15 終了時点に提出する。） 

 [各レポートは A4 判、横書き、明朝体 10.5 ポイント、２ページ（１ページあたり 40 字×39 行）に 

まとめて提出すること。] 

 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

１）浜田寿美男『子ども学序説』岩波書店、2009 年 

２）花井等・若松篤『論文の書き方マニュアル新版』有斐閣、2014 年 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

学際科学である児童学について理解し説明すること、および、研究に取り組むにあたり必要な手順に
ついて習得することが求められている。 

積極的な受講態度、レポ－ト課題等で総合的に評価する。 

○評定の方法 

（通学過程） 

レポート         ７０％ 

受講態度、発表   ３０％ 

 

12．受講生への 

メッセージ 

・乳幼児期から学童期の子どもの発達には目を見張るものがあります。その内実について、折に触れて実
際に子どもを観察して体験して下さい。 

・日常生活場面で子どもの行動特徴（周囲への関心の表し方等）を捉え、子どもの立場から環境などにつ

いて考えてみて下さい。 

・子どもおよび子どもを取り巻く人・モノ・環境などをテ－マとしたさまざまな研究論文を読むように心
がけて、視野を広げて下さい。 

 

13．オフィスアワー 
授業中に周知する。 

 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ （岡野 雅子）児童学は子どもに関する総合的な学問である   

【学習の目標】児童学とは何かについて理解する。 

【学習の内容】子どもに関する総合的な学問であり学際的科学であることから、既存の領域に縛られずに広く多様な知を取り入れる
ことを学習する。 

【キーワード】児童学 総合的学問 学際的科学 多様な知 

【学習の課題】児童学とは何かについて説明せよ。 

【参考文献】 浜田寿美男『子ども学序説』岩波書店、2009 

津守眞『子ども学のはじまり』フレ－ベル館、1979 

津守眞『子どもの世界をどうみるか』日本放送出版協会、1987 

西隆太朗『子どもと出会う保育学―思想と実践の融合をめざして―』ミネルヴァ書房、2018      

【学習する上での留意点】津守眞『子ども学のはじまり』『子どもの世界をどうみるか』が入手困難な場合には、プリントを配布す
る。 

 



 

 

2 . テ ー マ （岡野 雅子）児童学の意義   

【学習の目標】「全体としての子ども」の視点の重要性について理解する。 

【学習の内容】「全体としての子ども」の視点の必要性および重要性について学習する。 

【キーワード】「全体としての子ども」 

【学習の課題】児童学の意義について述べよ。 

【参考文献】浜田寿美男『子ども学序説』岩波書店、2009 

津守眞『子ども学のはじまり』フレ－ベル館、1979 

津守眞『子どもの世界をどうみるか』日本放送出版協会、1987 

西隆太朗『子どもと出会う保育学―思想と実践の融合をめざして―』ミネルヴァ書房、2018       

 

3 . テ ー マ （岡野 雅子）児童学の様々な研究方法   

【学習の目標】学際科学である児童学の研究方法には様々なものがあることを理解する。 

【学習の内容】実証的研究の方法は、量的方法と質的方法があることを学習する。 

【キーワード】量的研究 質的研究 統計分析 質問紙調査 観察 面接 データ 

【学習の課題】量的研究、質的研究の具体的方法について、それぞれの特徴について述べよ。 

【参考文献】 大野木裕明・中沢潤『心理学マニュアル 研究法レッスン』北大路書房、2002       

【学習する上での留意点】科学研究としての客観性や再現性について理解して、今後レポ－トや研究論文を書く際の文章には気を付
けるようにする。 

 

4 . テ ー マ （岡野 雅子）研究課題の決め方   

【学習の目標】自らの研究課題をどのように決めるかについて理解する。 

【学習の内容】（1）自分の興味・関心について自らに問う。 

       （2）何を知りたいかを明確にする。 

       （3）研究したい課題（研究目的）を質問（research question）の形にしてみる。 

       （4）具体的な研究課題へとさらに絞っていく。 

【キーワード】自らの興味・関心 何を知りたいか 研究目的 

【学習の課題】何を知りたいのか、何を明らかにしたいのか、箇条書きにして挙げてみる。 

【参考文献】 花井等・若松篤『論文の書き方マニュアル新版』有斐閣、2014 

大野木裕明・中沢潤『心理学マニュアル 研究法レッスン』北大路書房、2002        

【学習する上での留意点】自分の興味・関心について、自分自身にしっかりと問う。 

 

5 . テ ー マ （岡野 雅子）資料検索の方法   

【学習の目標】研究課題についての情報収集の方法を理解する。 

【学習の内容】研究課題およびその周辺のことについて、既にどのような知見があるかを知るための文献検索の方法を学習する。 

【キーワード】文献検索 先行研究 専門誌 

【学習の課題】CiNii（NII 学術情報ナビゲータ）による検索をしてみる。 

【参考文献】 花井等・若松篤『論文の書き方マニュアル新版』有斐閣、2014 

       市古みどり編著『資料検索入門―レポ－ト・論文を書くために―』慶応義塾大学出版会、2014       

【学習する上での留意点】大学の図書館を有効に活用するとよい。  

 

6 . テ ー マ （岡野 雅子）研究論文の構成   

【学習の目標】科学論文としての決まりごとを習得する。 

【学習の内容】（1）科学論文は「目的」「方法」「結果」「考察」から成っている（若干の発展形の場合もある）。 

（2）客観性、再現性があること、研究倫理に反していないこと。 

【キーワード】論文構成 客観性 研究倫理  

【学習の課題】自分の研究課題について論文の骨組み（構成要素）を書いてみる。 

【参考文献】 花井等・若松篤『論文の書き方マニュアル新版』有斐閣、2014 

       日本保育学会倫理綱領ガイドブック編集委員会『保育学研究倫理ガイドブック』フレ‐ベル館、2010        

【学習する上での留意点】複数の先行研究を見て、研究課題および研究方法による論文の構成や流れ方を比べてみる。 

 

7 . テ ー マ （関口 はつ江）児童・保育研究における目的と方法   

【学習の目標】児童学、保育学の立場からの研究の在り方を踏まえ、研究目的および研究仮説、研究段階に対応する資料収集に適す

る方法を考える。 

【学習の内容】論文作成の目的、研究の意図、研究仮説に応じた研究方法、研究手法の選択の仕方を考える。 

【キーワード】子ども観、保育・教育観、量的研究の長所と限界、質的研究の目的と限界 

【学習の課題】研究の背後にある課題意識、発達観、保育観などを意識しながら研究方法を選択する 

【参考文献】 佐藤郁哉 『質的データ分析法』新曜社 2013 

       柴山真琴 『こどもエスノグラフィー入門』 新曜社 2006 

【学習する上での留意点】 それぞれの研究には明らかにすることができる内容は限られていることを理解する。             

 

８ . テ ー マ （関口 はつ江）研究方法１（観察による研究） 

【学習の目標】観察することによる研究の多様性と課題を理解する。子どもや保育への眼差し，観る側の要因の重要性（対象の選択、

場の設定、対象との関係性など）について理解する。 

【学習の内容】観察による研究の事例から、資料収集の方法と配慮点を理解する 

【キーワード】客観的観察 参与観察 観察結果のデータ化 観察結果の考察 

【学習の課題】観察事実を記録、整理する方法、その内容の読み取りについて学習する 

【参考文献】 鯨岡俊『関係発達論の構築』ミネルヴァ書房 1999 

       ジーン・レイヴ、エティエンヌ・ウエンガー 『状況に埋め込まれた学習』産業図書 1998 

       佐藤郁哉『フィールドワークの技法 問いをそだてる仮説をきたえる』新曜社 2002  

       最近の研究論文を指定する 



 

 

【学習する上での留意点】保育研究においては、観察の視点、研究者と対象者との関係性の観察結果への影響、あるいはその利点を
考慮することが重要である。 

 

９.テーマ （関口 はつ江）研究方法２（質問紙、面接による研究） 

【学習の目標】質問紙調査、面接調査による研究の方法の概要、効用と限界を理解する。 

【学習の内容】質問紙の目的、質問項目と分析方法との関係、面接方法、結果の整理、データ化の概要を学ぶ。 

【キーワード】統計的検定 記述の質的分析 面接法 

【学習の課題】予備調査として、特定の目的に即した質問項目、面接方法（質問内容）の選択、作成を試みる。 

【参考文献】 斎藤清二・山田富秋・本山方子『インタービューという実践』新曜社 2014 

       L リチャーズ（大谷順子・大杉卓三訳）『質的データの取り扱い』北大路書房 2009 

       最近の研究論文を指定する。 

【学習する上での留意点】質問項目の多様な作成法を理解する。必要とする情報と質問方法の関係を十分理解する。 

 

10．テ ー マ （関口 はつ江）研究方法３（事例、実践記録等による研究） 

 
【学習の目標】実践過程研究の意義、研究資料としての実践記録や事例記録の要件を理解する。 

【学習の内容】実践記録から保育状況の読み取り、子どもの内面、保育行為の意味等について考察、解釈を通して、記録（音声、映
像、メモ）の作成、整理や有効性を理解する。 

【キーワード】エピソード記録 フィールドノーツ 省察 カンファレンス 

【学習の課題】保育場面における子どもの行動、相互作用等の記録について多様な視点から解釈する。 

【参考文献】 津守真『保育の体験と思索』大日本図書 1980 

       鯨岡俊・鯨岡和子『保育のためのエピソード記録入門』ミネルヴァ書房 2017 

       椨・大豆生田・岩田・河邉『保育記録と振り返り』子ども学 7 号 萌文書林 2019 

【学習する上での留意点】発達・保育理論を踏まえながら、大人の立場から離れ、子どもの側からの柔軟な解釈を試みる。 

 

1 1 . テ ー マ （植地 正文）出生前小児科学と量的研究方法 

【学習の目標】出生前期の諸要因が小児期に影響を及ぼしていることを解説できるようになる。 

【学習の内容】先天異常発生防止の立場から、出生前期にみられる諸要因を検討し、理解を深める。 

【キーワード】出生前期、先天異常、小児期、発育・発達 

【学習の課題】出生前期の発育・発達について論述せよ。 

【参考文献】  牛島廣治編著『小児保健福祉学』新興医学出版社、2001 

【学習する上での留意点】 過去に発表された出生前小児科学領域の論文や学説をただ信じ込まず、もう一度見直してみよう。 

 

1 2 . テ ー マ （植地 正文）母乳哺育（breastfeeding）の意義 

【学習の目標】母乳哺育推進運動の意義について説明できるようになる。 

【学習の内容】母乳哺育の歴史的変遷を理解し、世界各国の母乳哺育実施状況を調べてみよう。 

【キーワード】母乳哺育、栄養方法、母乳哺育推進運動、国際比較 

【学習の課題】「三つ子の魂百まで」を３歳児神話として扱われている。そのことについてあなたの考えを論述せよ。 

【参考文献】 加藤英夫、平山宗宏、小林登（編）『母乳哺育』メディサイエンス社、1983 

【学習する上での留意点】 新生児･乳児期の栄養方法について誤解している医療従事者や母親たちが多いので、もう一度考えを 

整理しておくことが大切である。 

 

1 3 . テ ー マ （植地 正文）子どもを取り巻く環境と疫学調査 

【学習の目標】環境汚染が子どもに及ぼす影響について解説できるようになる。 

【学習の内容】環境汚染が子どもにどんな影響を及ぼしているか、その要因について調べてみる。 

【キーワード】環境汚染物質、内分泌かく乱物質、先天異常、出生コホート研究 

【学習の課題】環境庁が実施している出生コホート研究の意義について述べよ。 

【参考文献】 藤原武男『子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）について』小児保健研究 69（6）、2010 

【学習する上での留意点】 コホート研究を実施するときは、過去の研究を検討し、同じ轍を踏まないようにすることが大切である。 

 

課 題 研 究 1 

課題研究テーマ：自分の興味・関心について箇条書きにして書き出し（2～3 個）、それぞれに関連する先行研究を
検索して一覧にする。 

レポ－ト形式：レポ－ト用紙 2～4 枚（適宜） 

実施時期：第 5 回授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回授業時に提出する。第 6 回授業時に質疑応答等を行う。 

事後学習：自己の研究課題について、何を明らかにしたいのかについてさらに考えて明確にする。 

 

 

 

 

課 題 研 究 2 

課題研究テーマ：保育実践を取り上げた最近の論文（第 8､９回配布論文の他、保育学関連学会誌、大学紀要論文等）
1 編を取り上げて、実践現場（実践者）の視点から、研究目的と研究結果を考察し、その研究の

有用性を論じる。 

レポート形式：レポート用紙 1－2 枚（1000～1500 字程度） 

実施時期：第 8 回授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回授業時に提出する。第 10 回授業時に質疑応答等を行い、レポートは添削評価後後日返却する｡ 

事後学習：保育実践に関する現在の論点と研究方法についてまとめる。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） カウンセリング演習 （2 単位） 

３．科目番号 

 

SJMP6334 

 ２．授業担当教員 吉川 晴美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
SR 

７．講義概要 
カウンセリングの技法の習得はロールプレイ・心理劇などを通して深めていく。また、さまざまな子ども
の発達問題を総合的に支援する方法について考察する。さらに、心理査定、発達診断・治療および保護者
へのカウンセリングの方法について演習を通して学習する。 

８．学習目標 

１．カウンセリングの技法を深め、保育実践に応用できるように習得する。 

２．子どもの問題の理解を通して、専門的な配慮必要な子どもについて理解し、説明できる。 

３．心理査定・アセスメントの方法について理解する。 

４．発達診断と発達臨床の方法について知る 

５．保護者援助、かかわり方につて学習する。 

６．保育臨床について理解し、保育者のあり方を考えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．カウンセリング（心理臨床）の基本と方法について考察する。 

２．発達障害とは何かについての基本的理解、援助方法について考察する。 

３．児童虐待とは何かについての基本的理解、予防、対応方法について考察する。 

４．保護者、家族援助の方法について考察する。 

５．発達臨床に関わる論文を読み、理論と方法、実践の側面から考察する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

赤井美智子、神田久男、春原由紀、萩原英寿、吉川晴美『子どもの発達と心理臨床』樹村房、 

【参考書】 

吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭・園・施設・職場の問題解決のために』 

慶應義塾大学出版会 

松村康平「臨床心理学の方法」『臨床心理学』朝倉書店 

J.L.モレノ『サイコドラマー集団精神療法とアクションメソッドの原点』、 

G.A.ロイツ『人生を舞台にーモレノの継承と発展』野村訓子（訳）、関係学研究所、 

松村康平『人間関係学』関係学研究所、 

杉山登志郎『発達障害の子どもたち』講談社現代新書、 

日本関係学会編『関係＜教育・臨床＞』不昧堂出版、 

森則夫他編著『臨床家のための DSM-5 虎の巻』日本評論社、 

春原由紀『子ども虐待としての DV-母親と子どもへの心理臨床的援助のために-』星和書店、 

保育と虐待対応事例研究会『子ども虐待と保育園（続）事例で学ぶ対応の基本』ひとなる書房、 

洲鎌 盛一『乳幼児の発達障害診療マニュアル - 健診の診かた・発達の促しかた』医学書院、 

青木久子・間藤侑・河邊貴子『子ども理解とカウンセリングマインド』萌文書林、 

中村雄二郎『臨床の知とは何か』岩波新書、 

武藤安子・吉川晴美・松永あけみ編著『家庭支援の保育学』建帛社 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．カウンセリングの技法を深め、保育実践に応用できるように習得する。 

２．発達障害について理解し、支援方法を修得できる。 

３．心理査定と発達診断の方法を知る。 

４．保護者支援および保育者のあり方を身につける。 

○評定の方法 

授業への参加度 50％、レポート 50％等 

 

12．受講生への 

メッセージ 

教科書を読んで理解することに加え、実際にロールプレイや話し合いを通して、積極的に参加する態度を

求めます。 

 

13．オフィスアワー 
開始時に提示する 

 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ カウンセリングの技法 

【学習の目標】 カウンセリングの技法についての理解を深める。 

【学習の内容】 １．主な心理療法の考え方について理解し、復習する。 

        ２．カウンセリングの技法を深め、応用できるように習得する。 

【キーワード】 発達臨床の進め方、精神分析・行動認知・来談者中心療法、心理劇、関係状況療法 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  赤井美智子、神田久男、春原由紀、萩原英寿、吉川晴美『子どもの発達と心理臨床』樹村房、 

丹野 義彦 ・石垣 琢麿 ・毛利 伊吹 ・佐々木 淳・杉山 明子 『臨床心理学』有斐閣 

【学習する上での留意点】カウンセリングに関連する専門用語を理解する 

2 . テ ー マ 特別なニーズの理解 2（発達障害） 

【学習の目標】 自閉症スペクトラム(ＡＳＤ)とは何かを理解し、援助の方法、かかわり方について理解する。 

【学習の内容】 ASD とは、心理・行動特性、特別なニーズ、かかわり方 

【キーワード】 ASD、心理・行動特性、かかわり方 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭･園･施設・職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版会、 



 

 

杉山登志郎『発達障害の子どもたち』講談社現代新書、 

森則夫他編著『臨床家のための DSM-5 虎の巻』日本評論社、 

洲鎌 盛一『乳幼児の発達障害診療マニュアル - 健診の診かた・発達の促しかた』医学書院、 

橋本創一他『障害児者の理解と教育・支援』金子書房 

【学習する上での留意点】 具体的な場面、子どもの様子をイメージし、対応、かかわり方を学ぶ。 

3 . テ ー マ 特別なニーズの理解３（虐待・不適切な対応） 

【学習の目標】 虐待とは何かについて親子・人間関係の視点から理解する。 

【学習の内容】 親子関係の発達の視点から虐待について考え、予防、対応方法について、ロールプレイ等を通して学ぶ。 

【キーワード】 虐待、親子関係、予防、かかわり方 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  春原由紀『子ども虐待としての DV-母親と子どもへの心理臨床的援助のために-』星和書店、 

保育と虐待対応事例研究会『子ども虐待と保育園（続）事例で学ぶ対応の基本』ひとなる書房、 

D.オッペンハイム・D.F.ゴールドスミス編『アタッチメントを応用した養育者と子どもの臨床』ミネルヴア書房、 

【学習する上での留意点】 具体的な場面、子どもの様子をイメージし、かかわり方、対応を学ぶ。 

4 . テ ー マ 子どもの問題と対応（１）（言葉の問題、パニック、落ち着きがないなどの相談主訴） 

【学習の目標】 子どもの問題について、多面的に理解し考察できる。 

【学習の内容】 友だちと遊べない、不安が強い、不器用、親から離れない、偏食などの主訴（問題）をとりあげて、ロールプレイ、
ディスカッションを通して背景となる要因、状況をさぐり、対応について考えていく。 

【キーワード】 関係状況における行動の意味、肯定的配慮、カウンセリングマインド、三者関係、かかわり方 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭･園･施設･職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版会 

松村康平「臨床心理学の方法」『臨床心理学』朝倉書店、 

吉川晴美「関係に気づき、活かすには」『関係』日本関係学会編、不昧堂出版  

【学習する上での留意点】 具体的な場面、子どもの様子をイメージし、かかわり方、対応を学ぶ。 

5 . テ ー マ 子どもの問題と対応（２）（友だちと遊べない、不安が強い、不器用、親から離れない、偏食などの相談主訴） 

【学習の目標】 子どもの問題について、多面的に理解し考察できる。 

【学習の内容】 友だちと遊べない、不安が強い、不器用、親から離れない、偏食などをとりあげて、ロールプレイ、ディスカッシ
ョンを通して背景となる要因をさぐり、対応について考えていく。 

【キーワード】 関係状況における行動の意味、肯定的配慮、カウンセリングマインド、三者関係、かかわり方 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭･園･施設･職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版会、 

吉川晴美「関係に気づき、活かすには」『関係』日本関係学会編、不昧堂出版、 

松村康平「臨床心理学の方法」『臨床心理学』朝倉書店 

【学習する上での留意点】 具体的な場面、子どもの様子をイメージし、かかわり方、対応を学ぶ。 

6 . テ ー マ 発達臨床における心理査定（１）（個別検査） 

【学習の目標】 発達期の子どもの種々の心理検査の実際を知る（個別検査）。 

【学習の内容】 認知発達面にかかわる検査―田中ビネー検査、新版 K 式発達検査― 

【キーワード】 知能検査、発達検査、テストバッテリー  

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  赤井美智子、神田久男、春原由紀、萩原英寿、吉川晴美『子どもの発達と心理臨床』樹村房、 

吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭・園・施設・職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版 

松村康平「臨床心理学の方法」『臨床心理学』朝倉書店、 

次良丸睦子・五十嵐一枝『発達障害の臨床心理学』北大路書房 

【学習する上での留意点】 諸検査の諸特徴を学び、事例に応じて検査の選択ができるように理解する。 

7 . テ ー マ 発達臨床における心理査定（２）（質問紙法） 

【学習の目標】 発達期の子どもの種々の心理検査の実際を知る（質問紙法）。 

【学習の内容】 津守式発達検査、WISK 知能検査、円城寺式発達検査 

【キーワード】 発達検査、テストバッテリー 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  赤井美智子、神田久男、春原由紀、萩原英寿、吉川晴美『子どもの発達と心理臨床』樹村房、 

吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭･園･施設･職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版会、 

松村康平「臨床心理学の方法」『臨床心理学』朝倉書店、 

次良丸睦子・五十嵐一枝『発達障害の臨床心理学』北大路書房 

【学習する上での留意点】 諸検査の諸特徴を学び、事例に応じて検査の選択ができるように理解する。 

8 . テ ー マ 発達臨床援助の方法（１） 

【学習の目標】 乳幼児の発達診断から支援方法を考えることができる。 

【学習の内容】 乳幼児の発達診断の方法について、発達診断から発達臨床、発達支援の方法の考え方。 

【キーワード】 発達、発達診断 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  赤井美智子、神田久男、春原由紀、萩原英寿、吉川晴美『子どもの発達と心理臨床』樹村房、 

吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭･園･施設･職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版会、 

松村康平「臨床心理学の方法」『臨床心理学』朝倉書店、 

田中昌人『子どもの発達と診断』大月書房 

【学習する上での留意点】 乳幼児の発達診断の方法を学び、事例を通して理解を深める。 

9 . テ ー マ 発達臨床支援の方法（２） 

【学習の目標】 乳幼児の発達診断に基づく支援方法について知る。 

【学習の内容】 乳幼児の発達支援の方法について 

【キーワード】 発達、発達臨床、発達支援 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  赤井美智子、神田久男、春原由紀、萩原英寿、吉川晴美『子どもの発達と心理臨床』樹村房、 



 

 

吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭･園･施設･職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版会、 

松村康平「臨床心理学の方法」『臨床心理学』朝倉書店、 

田中昌人『子どもの発達と診断』大月書房 

【学習する上での留意点】 乳幼児の発達診断の方法を学び、事例を通して理解を深める。 

1 0 . テ ー マ 保護者への支援（１）（カウンセリングマインドと保護者支援） 

【学習の目標】 保護者支援に活かすカウンセリングマインドについて理解する。 

【学習の内容】 カウンセリングマインドについて理解し、活かせる技法、特に傾聴、受容、共感について理解する。 

【キーワード】 カウンセリングマインド、傾聴、受容、共感 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  赤井美智子、神田久男、春原由紀、萩原英寿、吉川晴美『子どもの発達と心理臨床』樹村房、 

吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭･園･施設･職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版会、 

日本関係学会編『関係＜教育・臨床＞』、不昧堂出版、 

松村康平「臨床心理学の方法」『臨床心理学』朝倉書店 

【学習する上での留意点】 子どもの家族関係を捉え、子どもや家族に寄り添う相談、支援を身に着ける。 

1 1 . テ ー マ 保護者への支援（２）（子どもが通う場の特性を活かした保護者支援） 

【学習の目標】 保護者支援の方法について知る。 

【学習の内容】 子どもの通う場（集団）の特性を活かした、共に育つ保護者支援の方法 

【キーワード】 保育者、保育所・幼稚園、学校、三者面談、共に育つかかわり方 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭･園･施設･職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版会、 

日本関係学会編『関係＜教育・臨床＞』、不昧堂出版、 

柏女霊峰・橋本真紀『保育者の保護者支援』フレーベル館、 

柏女霊峰・橋本真紀『保育相談支援』ミネルヴァ書房、 

【学習する上での留意点】 幼稚園、保育所、学校の集団の特性について改めて確認し、考えておく。 

1 2 . テ ー マ 保育・教育臨床２（保育者・教師のあり方、チームワーク・連携） 

【学習の目標】 保育・教育臨床と保育者・教師の在り方、チームワーク、連携について理解し、考えることができる。 

【学習の内容】 保育・教育のチームワーク・連携ついて学び、保育者・教師のかかわり方を考える 

【キーワード】 保育・教育臨床、保育者・教師、個と集団の関係、 チームワーク 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭･園･施設･職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版会、 

日本関係学会編『関係＜教育・臨床＞』不昧堂出版、 

武藤安子・吉川晴美・松永あけみ編著『家庭支援の保育学』建帛社 

【学習する上での留意点】 関係状況における協働的保育者・教師の在り方について考える。 

1 3 . テ ー マ 保育・教育臨床３（事例を通して学習する） 

【学習の目標】 保育の場における事例を取り上げて、子どもと共に育つ保育・教育臨床について深く理解する。 

【学習の内容】 事例をとりあげて、保育者としてどのようかかわったらよいか討議を通して理解する。 

【キーワード】 ロールプレイ、事例、討議 

【学習の課題】 授業内で提示する 

【参考文献】  吉川晴美・松井知子『人間関係の理解と心理臨床―家庭･園･施設･職場の問題解決のために』慶應義塾大学出版会、 

日本関係学会編『関係＜教育・臨床＞』、不昧堂出版 

青木久子・間藤侑・河邊貴子『子ども理解とカウンセリングマインド』萌文書林 

【学習する上での留意点】 現場での事例をロールプレイや討議を通して体得する。 

課題研究１ 

課題研究テーマ 第 2回 特別なニーズの理解１（発達障害）についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：Ａ4 用紙 1 枚（1400 字）程度 

実施時期：第 2 回の授業後に実施させる。 

提出期限：第 3 回の授業時に持参させ、第 3回の授業のテーマ特別なニーズの理解 2（発達障害） 発達障害の理

解について、グループワークにより、各自レポートの内容を点検、意見交換しあい、また教師からも適

宜指導する。授業終了後に提出する。 

事前学習：該当文献、研究資料を検索する。  

事後学習：発達障害についての理解を深める。 

課題研究２ 

課題研究テーマ 第 13回 保育・教育臨床１（保育・教育臨床とは何か）についてレポートにまとめなさい。 

実施時期：第 12回の授業後に実施させる。  

第 14回の授業の課題 保育・教育臨床２（保育者・教師のあり方、チームワーク・連携） について

グループワークにより、各自レポートの内容を点検、意見交換しあい、また教師からも適宜指導する。

授業終了後に提出する。 

事前学習：実践・臨床事例を調べる。  

事後学習：保育・教育臨床の事例の理解を深め、チームワークの実践に活かせるようにする。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 学校保健特論  （2 単位） 

３．科目番号 

 

SJMP5323 

 ２．授業担当教員 戸次 佳子 

４．授業形態 講義および文献購読、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

学校保健特論においては、時代の変化に対応した学校保健の充実と発展が望まれるが、そのためには科学

の進歩や社会情勢の変革に即応した学校保健のあり方を捉える必要がある。学校保健は、教育の目的を達成

するための一環として位置づけられるものであり、学校教育の成果をあげるためには不可欠なものである。

学校保健は具体的に大別すると、保健教育と保健管理に分類できるが、本教科目においては、保健教育と保

健管理とその役割及び学校保健の進め方について理解し、習得することが大切である。 

８．学習目標 

１． 学校保健の意義について解説することができるようになる。 

２． 学校保健の機能と内容について解説することができるようになる。 

３． 学校で流行する感染症の予防教育について実践することができるようになる。 

４． 学校における学校保健の進め方について解説し、実践することができるようになる。 

５． 保健教育の具体的な内容とその役割について解説することができるようになる。 

６． 保健管理の具体的な内容とその役割について解説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 

[レポート課題] ｛各レポートは、A4 判、横書き、明朝体 10.5 ポイント、２ページ（１ページあたり 

40 字×39 行）にまとめて下さい。｝ 

1）虐待児童への対応の注意点について；（テーマ 7 終了時に提出する。） 

2）学校で起きる子どもの事故とその対応について；（テーマ 15 終了時に提出する。） 

10．教科書・参考書 

・教材 

【参考書】 教員養成系大学保健協議会『学校保健ハンドブック』（第 7 次改訂） ぎょうせい、2019 

          渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

随時プリントを配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

学校保健の機能と内容について説明できることが大切である。 

レポート課題と受講態度で評価する。 

○評定の方法 

レポート課題 ・・・・・ 80％ 

受講態度・・・・・・・・ 20％ 

 

12．受講生への 

メッセージ 

 大学院は、学術の理論及び応用について研究し、その深奥を極めて、文化の進展に寄与することを目的と

するものである。大学院の目的を達成するために、積極的、意欲的に授業へ参加し、課題に対して思考し、

判断し、解決のできる能力を高めてもらいたい。学校保健は学校教育の根幹をなすものであり、学校保健の

重要性について理解し、認識を高めてもらいたい。 

13．オフィスアワー 授業中に周知する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 学校保健の意義と目的 

【学習の目標】学校保健の意義と目的について解説することができるようになる。 

【学習の内容】学校保健の概要および学校保健の法的根拠について学ぶ。 

【キーワード】学校保健 意義と構造 概要 法的根拠 

【学習の課題】保健教育、保健管理および保健組織活動について。 

【参考文献】 教員養成系大学保健協議会『学校保健ハンドブック』（第 7 次改訂）ぎょうせい、2019 

             渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

【学習する上での留意点】学校保健の意義と目的を把握する。 

2 . テ ー マ 子どもの発育・発達 

【学習の目標】子どもの発育・発達について理解し、説明することができるようになる。 

【学習の内容】子どもの身体の発達と心の発達について理解し、その具体的内容を習得する。 

【キーワード】発育・発達・成熟 体力・運動能力 心の発達 保健教育 

【学習の課題】子どもの発育・発達・成熟について。 

【参考文献】 渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

       教員養成系大学保健協議会『学校保健ハンドブック』（第 7 次改訂）ぎょうせい、2019 

【学習する上での留意点】子どもの身体と心の発達との関連についても考える。 

3 . テ ー マ 子どもの健康と病気 

【学習の目標】子どもの病気や安全管理について解説することができるようになる。 

【学習の内容】留意すべき子どもの病気について知り、健康課題について理解する。 

【キーワード】子どもの先天的な病気 アレルギー疾患 生活習慣病 

【学習の課題】子どもに多い病気とアレルギー疾患について。 

【参考文献】 教員養成系大学保健協議会『学校保健ハンドブック』（第 7 次改訂）ぎょうせい、2019 

渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

【学習する上での留意点】子どもによく見られる病気やアレルギーについて理解し、学校現場での留意点を理解する。 

 



 

 

4 . テ ー マ 学校における感染症とその予防 

【学習の目標】学校において予防すべき感染症とその対応について理解する。 

【学習の内容】子どもの感染症について知り、その予防や対策について学ぶ。 

【キーワード】学校感染症 予防 出席停止 予防接種 

【学習の課題】主な学校感染症とその出席停止期間について 

【参考文献】 渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

文部科学省「学校において予防すべき感染症の解説」2018       

【学習する上での留意点】特別活動の各領域と保健指導の関連を区別できるようにする。 

5 . テ ー マ 応急処置と蘇生法 

【学習の目標】児童・生徒の事故災害が発生したときに、応急処置ができるようになる。 

【学習の内容】応急処置の目的、手当の基本、傷と止血、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージについて学ぶ。 

【キーワード】呼吸停止 心停止 大出血 人工呼吸 心臓マッサージ 体位 保温 気道確保 

【学習の課題】応急処置の理論と実際について 

【参考文献】 渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

      厚生労働省「救急蘇生法の指針」 

【学習する上での留意点】応急処置の正しい理論を理解するとともに、災害発生時に応急処置を実践できるようにする。 

6 . テ ー マ 学校における性についての指導 

【学習の目標】学校教育における性の健康についての今日的課題を知り、指導のあり方を理解する。 

【学習の内容】性の健康に関する今日的な課題を知る。性に関する指導を学ぶ。 

【キーワード】後天性免疫不全症候群（AIDS）感染経路 HIV 感染症 性感染症 性教育 保護者との連携 

【学習の課題】学校における性教育の指導内容と指導の進め方について 

【参考文献】 渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

      教員養成系大学保健協議会『学校保健ハンドブック』（第 7 次改訂）ぎょうせい、2019 

【学習する上での留意点】性教育における学校・家庭、地域の連携について理解する。 

7 . テ ー マ 子どもの心の健康に関する対応 

【学習の目標】子どもの心の健康に関する対応について解説することができるようになる。 

【学習の内容】学校教育における心の健康教育について学ぶ。 

【キーワード】学校保健安全法 健康観察 健康相談 心のケア QOL 心的外傷後ストレス障害（PTSD） 

【学習の課題】子どもの心の健康に関する現状と課題について 

【参考文献】 渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

      文部科学省「子どもの心のケアのために」2015 

【学習する上での留意点】子どもの心の健康に関する様々な現状今日的な課題を理解し、その対応について理解する。 

8 . テ ー マ 学校における保健教育 

【学習の目標】保健教育を通して、健康で安全な生活を営むために必要な知識と保健教育の重要性について理解する。 

【学習の内容】保健教育の目標と内容について学ぶ。 

【キーワード】保健学習 体育科 特別活動 育成する資質・能力  

【学習の課題】保健教育の構造について 

【参考文献】 文部科学省平成『29・30 年改訂学習指導要領」  

渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

【学習する上での留意点】保健教育には保健学習と保健指導があることを理解する。 

9 . テ ー マ 保健室の役割と意義 

【学習の目標】保健室の役割と意義について解説することができるようになる。 

【学習の内容】保健室の歴史的変遷と養護教諭の役割について学ぶ。 

【キーワード】健康診断 健康相談 保健指導 応急処置  

【学習の課題】保健室の位置や広さ備品について 

【参考文献】 渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

文部科学省平成『29・30 年改訂学習指導要領」  

【学習する上での留意点】特別活動などによる保健指導について理解する。 

1 0 . テ ー マ 学校環境衛生：教室内と教室外の環境衛生管理 

【学習の目標】学校環境衛生の重要性を理解し、解説することができるようになる。 

【学習の内容】学校環境衛生の重要性と課題、教室内の環境衛生管理、教室外の環境衛生管理について学ぶ。 

【キーワード】環境衛生 空気環境 光環境 音環境 校舎の衛生管理 飲料水管理 プール管理 

【学習の課題】学校環境衛生について 

【参考文献】 渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

      文部科学省「学校保健安全法」2018 

【学習する上での留意点】学校環境衛生の基準を理解し、その管理と指導ができるようにする。 

1 1 . テ ー マ 学校安全：事故災害の発生要因、事故災害の予防 

【学習の目標】学校における事故の発生要因や災害防止について解説することができるようになる。 

【学習の内容】事故災害の実態、事故災害の発生要因、事故災害の予防と防止対策について学ぶ。 

【キーワード】生活安全 交通安全 災害安全 安全教育 安全管理 発生要因 事故防止 

【学習の課題】学校における事故災害を防止するために、「生活安全」、「交通安全」、「災害安全」について述べよ。 

【参考文献】 渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

文部科学省「学校保健安全法」2018 



 

 

教員養成系大学保健協議会『学校保健ハンドブック』（第 7 次改訂）ぎょうせい、2019 

【学習する上での留意点】生活安全、交通安全、災害安全について理解し、学校安全の管理と指導ができるようにする。 

1 2 . テ ー マ 学校保健計画と学校保健組織活動 

【学習の目標】学校保健計画と学校安全計画について解説できるようになる。 

【学習の内容】学校保健計画の作成の手順について学ぶ。 

【キーワード】学校保健計画 安全計画 安全組織 学校保健委員会 地域学校安全委員会 

【学習の課題】学校保健組織活動について 

【参考文献】 渡邉正樹 編著『学校保健概論』光生館、2019 

文部科学省「学校保健安全法」2018 

【学習する上での留意点】学校保健は、学校感や地域との連携を考える事も重要である。 

1 3 . テ ー マ 「学校保健特論」のまとめ 

【学習の目標】今学期、13 週間で学んだ学校保健特論のまとめをする。 

【学習の内容】学校保健の今後の問題点や課題について論議する。 

【キーワード】学校保健、健康、安全、衛生 

【学習の課題】授業中に指示する。 

【参考文献】 特になし 

【学習する上での留意点】これまでの課題を元に討論する。 

課題研究１ 

課題研究テーマ:学校保健における健康診断の役割 

第 1 回〜第 3 回までの講義内容を踏まえて、「学校保健における健康診断の役割」についてレポートにまとめなさい。

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1500-2000 字程度) 

実施時期:第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 5 回の授業開始時に提出する。  

提出後、質疑応答・意見交換を第 5 回授業終了後に教室で行う。  

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

課題研究２ 

課題研究テーマ: 保健室経営計画 

第 10 回の講義内容を踏まえて、「保健室経営計画」についてレポートにまとめなさい。レポート形式:A4 用紙 1 枚

(1500-2000 字程度) 

実施時期:第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 12 回の授業開始時に提出する。  

提出後、質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。  

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 子育て支援演習 （2 単位） 

３．科目番号 

 

SJMP6315 

 ２．授業担当教員 岡野 雅子・堀 聡子 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年以上 

履修形態 

（通信教育） 
S 

７．講義概要 

子育て支援について、毎回決められたテーマに沿った学術論文を各自で探し出し、要約したものを発表し、

検討する。子育て支援に関する最新の知見を学ぶとともに、学術論文の読み方、まとめ方を身につけて、

自らの修士論文の作成に向けて役立てる。 

８．学習目標 
1．子育て支援の実践とその効果について理解する。 

2．学術論文の読み方とまとめ方について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回、学術論文のコピーとそれを要約したものを提出し、発表する。それを踏まえて、討論を行う。 

また、最終課題として、各自でテーマを定めて、論文を読み提出する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】特に指定しない。 

【参考文献】授業時に、適宜紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

自ら、学術論文の検索入手ができているか、幼稚園・保育園・こども園、児童館、子育てサークル、子育

てひろば等の子育て支援、子育て支援プログラムの実態について、個別のニーズに応じた子育て支援につ

いての実践と研究に対する理解を深め、実践的構想が立案できるようになる。 

○評定の方法 

毎回の要旨と発表 50％ 

課題レポート 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生による発表が中心となるので、積極的な態度で参加すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1～2．テーマ 学術論文の検索の方法について 

【学習の目標】学術論文の検索方法。ならびに文献の入手方法について学ぶ。 

【学習の内容】学術論文のデータベースの利用方法を理解する。 

【キーワード】文献検索 

【学習の課題】子育て支援をテーマに関連文献を検索する。  

3～4．テーマ 幼稚園・保育所を中心とした子育て支援について 

【学習の目標】幼稚園・保育所を中心とした子育て支援について学ぶ。 

【学習の内容】幼稚園・保育所で実施されている子育て支援についての論文を読んでまとめる。 

【キーワード】幼稚園、保育所 

【学習の課題】論文で示されている支援のあり方について考察し、今後の課題は何かについて検討する。 

【参考文献】 適宜、紹介する。 

5～6．テーマ 児童館、子育てサークル、子育てひろば等における子育て支援について 

【学習の目標】児童館、子育てサークル、子育てひろば等における子育て支援について学ぶ。 

【学習の内容】児童館、子育てサークル、子育てひろば等で実践されている子育て支援についての論文を読んでまとめる。 

【キーワード】地域子育て支援拠点事業 

【学習の課題】論文で示されている支援のあり方について考察し、今後の課題は何かについて検討する。 

【参考文献】 適宜、紹介する。 

7 ~ 9 . テ ー マ 国内外における子育て支援プログラムの実践について 

【学習の目標】国内外における子育て支援プログラムの実践について学ぶ。 

【学習の内容】国内外における子育て支援プログラムの実践についての論文を読みまとめる。 

【キーワード】子育て支援プログラム 

【学習の課題】論文で示されている支援のあり方について考察し、今後の課題は何かについて検討する。 

【参考文献】 適宜、紹介する。 

10～12.テーマ 個別のニーズに応じた子育て支援の実践について 

【学習の目標】個別のニーズに応じた子育て支援の実践について学ぶ。 

【学習の内容】個別のニーズに応じた子育て支援の実践についての論文を読みまとめる。 

【キーワード】ひとり親家庭、虐待、親の抑うつ、発達障害、育児不安 

【学習の課題】論文で示されている支援のあり方について考察し、今後の課題は何かについて検討する。 

【参考文献】 適宜、紹介する。 

1 3 . テ ー マ まとめ 

【学習の目標】これまでの学習についてまとめる。 

【学習の内容】 これまでの学習を踏まえ、各自でテーマを設定し、レビューを行う。 

【学習の課題】 子育て支援に関する実践と研究について理解を深めるとともに、今後の課題について考える。 

課題研究 1 課題研究テーマ：幼稚園・保育所で実施されている子育て支援についての論文を読んで 500 字程度で要約したうえ



 

 

で、その論文から得られる研究的な示唆を 700 字程度でまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

     提出後 添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通して学んだことをまとめる。 

課題研究 2 課題研究テーマ：児童館、子育てサークル、子育てひろば等における子育て支援につての論文を読んで 500 字程度

で要約したうえで、その論文から得られる研究的な示唆を 700 字程度でまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

     提出後 添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通して学んだことをまとめる。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 障害児保育特論 （2 単位） 

３．科目番号 

 

SJMP5331 

 ２．授業担当教員 戸次 佳子 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

 インクルージョン保育とは、人間の多様性を尊重し、障害の有る無しに関わらず、共に協力し合って生

きていくことを前提とした保育である。本講義では、知的障害、発達障害、身体障害に対して、その障害

を個人の特性として捉え、適切な配慮ができるよう理解を深めていく。また、障害児及び障害児をめぐる

法や制度の歴史的背景を理解し、統合保育およびインクルーシブ保育の実践事例を通して、障害児保育の

本質について考えていく。 

８．学習目標 

1）乳幼児期の障害についての知識をもつことができる。 

2）障害の知識をもとに個に応じた支援を考えることができる。 

3）保育の場において、障害児を含めた集団への共に育つための保育の方法について理解し、考えていくこ

とができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回課題を与える 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房・2018 

【参考書】 

 滝川一廣『子どものための精神医学』医学書院・2017 

 高橋三郎・大野裕他『DSM-5 による精神疾患の分類と診断の手引き』 

 その他、授業ごとに資料を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

子どもの障害およびインクルーシブ保育について理解すること、全ての子どもの健やかな育ちのための保

護者支援および保育士などの専門職に求められる知識・実践スキルについて理解することを評価の基準と

する。 

○評定の方法 

レポート課題 ・・・・・ 80％ 

受講態度・・・・・・・・ 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 大学院は、学術の理論及び応用について研究し、その深奥を極めて、文化の進展に寄与することを目的

とするものである。そのために、積極的、意欲的に授業へ参加し、課題に対して思考し、判断し、解決の

できる能力を高めてもらいたい。本講義では、インクルーシブ保育の重要性について理解し、障害児保育

のあり方について考えて欲しい。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 障害とは何か 

【学習の目標】 「障害」のさまざまな定義について理解する。そして障害とは何かを考えることができる。 

【学習の内容】 障害者の処遇の歴史について理解することを通して、これまでの社会が障害に向けてきたまなざしについて理解す

る。そして、現在の障害の定義（ICF）について学習する。また、近年のキーワードについて学習する。 

【キーワード】 ICF、バリアフリー、ユニバーサルデザイン、障害者への処遇、社会のまなざし、障害者権利条約、合理的配慮 

【学習の課題】 「障害」とは何かについて考える。 

【参考文献】  滝川一廣『子どものための精神医学』医学書院・2017 

        掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】障害とは何かについて考える。  

2 . テ ー マ インクルーシブ保育とは 

【学習の目標】 インクルーシブ保育の理念について理解する。                 

【学習の内容】 インクルージョンとは何かを理解し、インクルーシブ教育の動向について学ぶ。 

【キーワード】 特別支援教育、統合保育、インクルージョン、共生社会 

【学習の課題】 インクルシブ教育に関する論文または資料を読む。 

【参考文献】  掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】 インクルーシブ保育から日々の保育実践を見直す。 

3 . テ ー マ 障害の理解と配慮１（知的障害） 

【学習の目標】 知的障害と個に応じた支援、配慮について理解する。 

【内容】    知的障害について、定義とその分類について学び、日常の配慮を学ぶ。 

【キーワード】 知的障害、知能、発達、ダウン症 

【学習の課題】 知的障害の診断に関して 

【参考文献】  掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房 

        高橋三郎・大野裕他『DSM-5 による精神疾患の分類と診断の手引き』 

                融道夫・小見山実他『ICD-10 精神および行動の障害―臨床記述と診断ガイドライン』 

【学習する上での留意点】染色体異常症についても理解する。  



 

 

4 . テ ー マ 障害の理解と配慮２（発達障害） 

【学習の目標】 発達障害とその支援、配慮について理解する。 

【学習の内容】 発達障害とその診断とその障害の特徴について学ぶ。 

【キーワード】 自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠如・多動症（AD/HD）、学習障害（LD） 

【学習の課題】 発達障害の定義について 

【参考文献】  掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房 

滝川一廣『子どものための精神医学』医学書院 

                榊原洋一『子どもの発達障害 誤診の危機』ポプラ新書 

【学習する上での留意点】障害とは何かについて考える。 

5 . テ ー マ 障害の理解と配慮３（身体障害） 

【学習の目標】 身体障害とその支援、配慮について理解する。 

【学習の内容】 身体障害の種類とその配慮について学ぶ。 

【キーワード】 肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、話し言葉の障害 

【学習の課題】 それぞれの障害の特性と配慮について 

【参考文献】  掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】障害とはどういうことかについて考える。 

6 . テ ー マ 子育てをめぐる問題 

【学習の目標】 子育ての歴史を振り返りながら、子育ての難しさについて理解する。 

【学習の内容】 困難を有する子育ての具体例から、保護者支援の方法を考える。 

【キーワード】 共同社会、学校社会、社会化、個人化  

【学習の課題】 子育てをめぐる問題の対処と支援の仕方について 

【参考文献】  滝川一廣『子どものための精神医学』医学書院 

【学習する上での留意点】 現代日本の子育ての課題に気づく。 

7 . テ ー マ 障害児の生活の理解と支援 

【学習の目標】 障害児保育の歴史を振り返りながら、インクルージョンについて理解する。 

【学習の内容】 障害児保育の現場と今後の課題について考える。 

【キーワード】 QOL（生活の質）、ライフステージと発達課題、自己肯定感、ペアレントトレーニング 

【学習の課題】 参考図書を読み、障害児を持つ親について考える。 

【参考文献】  掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房 

        野辺明子・加部一彦・横尾京子編『障害を持つ子を産むということー19 人の体験』中央法規出版 

【学習する上での留意点】親の障害児受容についても考える。  

8 . テ ー マ 障害児保育に関する理念と動向 

【学習の目標】 障害児保育に関する理念の変化と今後の課題について理解する。 

【学習の内容】 障害児保育に関する理念を世界的な流れから学ぶとともに、現在の日本の状況について考える。 

【キーワード】 ノーマライゼーション、インテグレーション、インクルージョン、子どもの権利条約、特別支援教育 

【学習の課題】 子どもの権利条約について 

【参考文献】  掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房  

【学習する上での留意点】これからの我が国の障害児保育について考える。  

9 . テ ー マ 障害児保育に関する法・制度 

【学習の目標】 障害児保育を支える法や制度について理解する。 

【学習の内容】 我が国の障害児保育の歴史と障害児の施設や事業について学ぶ。 

【キーワード】 障害児保育、早期療養、特別児童扶養手当、母子保健法、児童福祉法 

【学習の課題】 障害児施設・事業の一元化について 

【参考文献】  掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房 

保育所保育指針（厚生労働省）、幼稚園教育要領（文部科学省）、幼保連携型こども園教育・保育要領（内閣府）   

【学習する上での留意点】 現行の法や制度を実際の保育現場でどのように活用できるのかを考える。 

1 0 . テ ー マ 障害児保育の実際１ 

【学習の目標】 障害の遊びを育てる、子どもの遊びを育てる方法について討論を通して理解する。 

【学習の内容】 障害児保育施設の見学を通して、障害児を保育することの意味を考える。 

【キーワード】 遊びの発達、遊びを育てる 

【学習の課題】 見学内容をまとめて、考察する 

【参考文献】  汐見稔幸・佐藤学他『発達 160』 ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】 障害児保育と定型発達の子どもの保育との共通点は何かを考える。 

1 1 . テ ー マ 保育所における保護者との連携 

【学習の目標】 保育者と保護者がどう関係性をつくるか、討論し理解する。 

【学習の内容】 関係がつくりにくい障害児とどう関係をつくっていくか、具体的な方法について学ぶ。また、保育者のまなざしな

ど、関係をつくることとその意味について、事例の討論を通して考えていく。 

【キーワード】 保護者理解、障害受容、信頼関係、解決志向アプローチ 

【学習の課題】 解決志向アプローチについて 

【参考文献】  掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房  

【学習する上での留意点】 子どもの最善の利益を考える。 



 

 

1 2 . テ ー マ 障害児保育実践における関係機関との連携とまとめ 

【学習の目標】 共生社会のネットワークの重要性について理解する。 

【学習の内容】 障害児保育における各関係機関との連携について学ぶ。 

【キーワード】 障害児通所支援、保険医療機関、小学校 

【学習の課題】 子どもにとってのネットワークの意義や必要性について 

【参考文献】  掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房  

【学習する上での留意点】個々の特別なニーズに対する実際の支援について考える。 

1 3 . テ ー マ 障害児とその保護者への支援機関 

【学習の目標】 保護者の障害児を育てることを支援する方法について理解する。 

【学習の内容】 障害児が入所、または通所する施設と主に保護者を対象とした相談支援活動を行う機関について学ぶ。 

【キーワード】 障害児入所施設、児童発達支援センター、児童相談所 

【学習の課題】 障害児の保護者支援について 

【参考文献】  掘智晴・橋下好市・直島正樹『ソーシャルインクルージョンのための障害児保育』ミネルヴァ書房  

【学習する上での留意点】本人支援と保護者支援の双方から考える。 

課題研究１ 

課題研究テーマ: 障害児保育の事例研究 

第 10 回の講義内容を踏まえて、「障害児保育の事例」に関する論文を読みレポートにまとめる。レポート形式:A4 用

紙 1 枚(1500〜2000 字程度) 

実施時期:第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 12 回の授業開始時に提出する。  

提出後、質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。  

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

課題研究２ 

課題研究テーマ: 障害児保育の今日的課題 

第 1〜11 回の講義内容を踏まえて、「障害児保育の今日的課題」に関してレポートにまとめる。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1500〜2000 字程度) 

実施時期:第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 13 回の授業開始時に提出する。  

提出後、質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で行う。  

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 障害児保育演習 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP6332 

２．授業担当教員 立松 英子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
障害児保育特論を履修していることが望ましい 

履修形態 

（通信教育） 
SR 

７．講義概要 

本講義では、保育や療育の現場において、障害のある乳幼児から学齢期の子どもの個々のニーズに応じ

た様々な支援プログラムについて実践的内容を中心に演習する。さらに、障害のある子ども自身はもとよ

り、家族、周辺職種、障害者に関連する理念や制度について、医療・福祉・心理・保育・教育にまたがる

幅広い視点から学び、共生社会の形成に向けた考え方の基礎を培うとともに、臨床実践における総合的能

力の獲得を目指す。 

８．学習目標 

① 障害のある子どものニーズを把握し、個に応じた実践を実現する力を養う。 

② 幼児を中心とした事例を通して、個に応じたアプローチのみならず、家族支援、他職種との協働を含

めた包括的支援のイメージができる。 

③ 関連論文を抄読しながら、専門用語を学び、国際的な理念や研究の動向について知識を得る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・障害児に関する療育技法のうち複数を選択し、簡潔にまとめてレポートしてください。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

小林保子、立松英子『保育者のための障害児療育-理論と実践をつなぐ-』改訂 2 版 学術出版会、2016 年 

【参考書】 

立松英子編『保育の心理学Ⅱ』大学図書出版、2012 年 

竹田一則『肢体不自由児,病弱,身体虚弱児教育のためのやさしい医学･生理学』ジアース教育新社、2008 年 

厚生労働省「障害者福祉」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/index.html 

内閣府『令和元年度 障害者白書』 

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r01hakusho/zenbun/index-pdf.html 

障害者の権利に関する条約 日本政府公定訳 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html 

厚生労働省『保育所保育指針解説』平成 30 年 2 月 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000202211.pdf 

＊その他授業で文献や DVD、ウェブサイトを紹介します。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

広い視野をもって、障害児保育を捉えてください。課題に対するモチベーションの高さを評価します。 

○評定の方法 

授業への参加態度        30% 

問題提起・発言等        30% 

課題(発表･レポート)        40% 

12．受講生への 

メッセージ 

・ 各自の研究と関連付けながら、積極的かつ主体的に取り組むこと。 

・ 障害がある子どもやその家族を理解し、支援方法を学ぶ上では、日常的なかかわりや、地域における

障害者支援環境を理解していることが重要となる。日ごろから、ボランティア活動や療育・教育活動

に積極的に参加することを勧める。 

・ 研究科の学生として、節度ある態度で講義に臨むこと。 

13．オフィスアワー 
別途通知する 

 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 自己紹介と研究課題の紹介・本講義の方向性の確認 

【学習の目標】 各自の研究課題を紹介し、本講義との関連性について明らかにすること。 

【学習の内容】 学生の研究課題と本講義の方向性について確認する。 

【キーワード】 研究課題 講義との関連性 

【学習の課題】 自らの研究課題を簡単にわかりやすく説明できるように、A4１枚のレポートを作成すること。 

【学習する上での留意点】自らの研究課題を端的に説明できるよう、資料を準備して臨むこと。 

 

2 . テ ー マ 現代社会における保育の諸問題 

【学習の目標】 本講義の基礎となる障害児保育の現状と課題について理解する。 

【学習の内容】 現代社会の諸問題と特別なニーズのある子どもの関係について学ぶ。 

【キーワード】 虐待 不登校 いじめ 気になる子 子ども・若者白書  

【学習の課題】 自分自身の現在の障害観を明らかにしておくこと。 

【参考文献】   教科書（保育の心理学Ⅱ） 

『保育者のための障害児療育 －理論と実践をつなぐー』学術出版会 

【学習する上での留意点】 様々な視点から、問題をとらえられるようにすること。 

 

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r01hakusho/zenbun/index-pdf.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html


 

 

3 . テ ー マ 子どもの発達と保育実践（１） 

【学習の目標】 発達支援と人権との関係を考察し、現代の日本が向かっている障害者施策の方向性について知識をもつ。 

【学習の内容】 障害者の権利に関する条約や障害者基本法、保育所保育指針等から障害のある子どもの保育や教育の基本的考え方

を取り出し、それらのつながりを系統的に見て行く。 

        事例にもとづいて学習する。 

【キーワード】 基本的人権、自立と社会参加、共生社会、合理的配慮 

【学習の課題】 上記キーワードについて、インターネットなどを活用して調べておくこと。 

【参考文献】   『障害者の権利に関する条約』『保育所保育指針解説書』 

【学習する上での留意点】保護者の視点に立って考えていくこと。  

4 . テ ー マ 子どもの発達と保育実践（２） 

【学習の目標】子ども理解における発達の把握 

【学習の内容】個人差や発達過程に応じた保育の概要を知る。 

【キーワード】発達過程 発達指標 アセスメント 行動調整  

【学習の課題】療育技法の１つを取り上げ、詳しく調べてレポートし、授業で解説すること。  

【参考文献】 『発達支援と教材教具Ⅰ』『子どもに学ぶ学習の系統性』 

『津守･稲毛乳幼児精神発達診断法』他、各種発達検査について授業で紹介します。 

【学習する上での留意点】 保育所ではどのようなことが問題になっているか、関心をもって資料を集めること。 

5 . テ ー マ 子どもの発達と保育実践（３） 

【学習の目標】 発達アセスメントを通して子どもの発達過程に応じた環境設定ができるようになる。 

【学習の内容】 アセスメントの実際について学び、事例にもとづいて方針を考える。 

【キーワード】 共同注意、社会的参照、三項関係、指差し、身振り 

【学習の課題】 それぞれの発達段階を示す発達指標について調べてくる。 

【参考文献】  『保育の心理学Ⅱ』 

【学習する上での留意点】 子どもの興味関心を引き付ける遊びを 1 つ以上身に着けておくこと。 

6 . テ ー マ 生活や遊びを通した学びの過程 

【学習の目標】 遊びの種類と発達との関係について知る。 

【学習の内容】 パーテンの分類に基づき、遊びの種類を学習し、事例にもとづいて年齢別の支援方法を考える。 

【キーワード】 コンピテンス、レジリエンス、道徳性 

【学習の課題】 教科書 p46-47 の事例について読み、その意味について自分なりの考えをもって臨むこと。 

【参考文献】  『保育の心理学Ⅱ』 

【学習する上での留意点】今まで自分が経験した遊びの意義について発達と関連付けながら考えること。  

7.  テ ー マ 保育における特別な支援（１） 

【学習の目標】 通常学級にいる気になる子どもの増加との関連で特別支援教育のねらいがわかる。 

【学習の内容】 特別支援教育の理念やしくみ、現状との関連を文部科学省の資料などをもとに学ぶ。 

【キーワード】 特別支援教育 就学相談 就学時健診 保護者のニーズ 個別の指導計画 

【学習の課題】 以下を参照し、特別支援教育とは何か自分なりの考えをもって参加すること 

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

【参考文献】  上記ウェブサイト、『発達障害者支援法』『発達障害キーワード＆キーポイント』 

【学習する上での留意点】世界の障害観との関係で特別支援教育を考えること。  

8 . テ ー マ 保育における特別な支援（２） 

【学習の目標】 就学相談のしくみとそれに伴う保護者の心理特性を知る。 

【学習の内容】 平成 25 年度に改正になった就学相談しくみとその背景について 

【キーワード】 就学相談 就学基準 インクルーシブ教育 

【学習の課題】 上記キーワードについて、参考書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】  『学校教育法施行令の改正について（通知 H25.9.）』学校教育法施行令第 22 条の 3 

『発達障害キーワード＆キーポイント』 

【学習する上での留意点】 特別な支援が必要な子どもの実態は幅広い。実際の姿を思い浮かべながら授業に参加すること。 

9 . テ ー マ 保育における特別な支援（３） 

【学習の目標】障害のある子どもにかかわる福祉制度と関連する法律について知る。 

【学習の内容】発達障害白書や DVD を参考に、児童養護施設や知的障害成人施設の実態を知る。  

【キーワード】障害者基本法 障害者総合支援法 障害者手帳  

【学習の課題】虐待や障害者差別などがテーマとなった新聞記事を見つけてきて解説する。  

【参考文献】 日本発達障害連盟『発達障害白書 2017 年度版』明石書店 

【学習する上での留意点】誰にでも起こる身近な問題として考えましょう。保育所で働く以外の保育氏の仕事に目を向けましょう。 

1 0 . テ ー マ 知的障害や自閉症における行動障害への対応（１） 

【学習の目標】 この分野で一般的な用語に触れながら、行動の問題への対応の原則を知る。 

【学習の内容】 英文購読を通して、知的障害や自閉症一般に起こりがちな行動障害の種類と実態を学ぶ。 

【キーワード】 行動障害 睡眠障害 自傷 他害 常同行動 

【学習の課題】 あらかじめ用意した文献に目を通してくること。 

【参考文献】  授業で提示する。 

【学習する上での留意点】この分野で一般的な用語とその原著、省略語（ASD：自閉症スペクトラムなど）について関心をもつこと。 



 

 

1 1 . テ ー マ 知的障害や自閉症における行動障害への対応（２） 

【学習の目標】 この分野で一般的な用語に触れながら、行動の問題への対応の原則を知る。 

【学習の内容】 英文購読を通して、知的障害や自閉症一般に起こりがちな行動障害の種類と実態を学ぶ。 

【キーワード】 行動障害 睡眠障害 自傷 他害 常同行動 

【学習の課題】 あらかじめ用意した文献に目を通してくること。 

【参考文献】  自閉症ガイドブック シリーズ１ 乳幼児編 日本自閉症協会 

【学習する上での留意点】この分野で一般的な用語とその原著、省略語（ASD：自閉症スペクトラムなど）について関心をもつこと。 

1 2 . テ ー マ 事例にもとづいて（１） 

【学習の目標】提示された事例に基づいて、保育士及び保育所の組織的な対応について幅広い視点から考える。 

【学習の内容】事例に基づいて問題の解決と保育の方針をディスカッションする。  

【キーワード】行動障害 睡眠障害 自傷 他害 常同行動 

【学習の課題】上記キーワードについて、参考書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 立松英子『発達支援と教材教具Ⅱ 子どもに学ぶ行動の理由』ジアース教育新社   

【学習する上での留意点】 自分の経験に基づいて実際保育士になったつもりで考えること。  

1 3 . テ ー マ 事例にもとづいて（２） 

【学習の目標】提示された肢体不自由･病弱の事例について、保育士及び保育所の組織的な対応について幅広い視点から考える。 

【学習の内容】事例に基づいて問題の解決と保育の方針をディスカッションする。  

【キーワード】肢体不自由 病弱 医療との連携 小児慢性特定疾患  

【学習の課題】上記キーワードについて、参考書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 竹田一則『肢体不自由児、病弱、身体虚弱児教育のためのやさしい医学･生理学』ジアース教育新社  

課題研究１ 

1．保育現場でよくある遊びや遊具（うんていやブランコなど）、製作活動の１つを取り上げ、「身体感覚を伴う経
験と環境との相互作用で子どもが育っていく」意義を、適宜年齢を設定し、800 字程度で具体的に説明しなさい。 

＊5-6月中に、活動を選定してください。提出期限は夏季休暇に入る直前の授業日とします。 

事後学習：第 12回、13回で発表し、参加者から意見を聞き、ディスカッションする。 

課題研究２ 

2：遊びを通して「生きる力」を育てる。 

保育現場でよくある活動を 1 つ取り上げ、適宜年齢を設定し、「生きる力」を育てる環境設定や働きかけの工夫に
ついて、800 字程度で具体的に説明しなさい。課題研究 1 に「生きる力を育てる意義」として加えても良い。 

＊5-6月中に、活動を選定してください。提出期限は夏季休暇に入る直前の授業日とします。 

事後学習：第 12回、13回で発表し、参加者から意見を聞き、ディスカッションする。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 小児医学特論 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP5326 

２．授業担当教員 植地 正文 

４．授業形態 講義および文献講読、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

 わが国では、病児・病後児保育事業がはじまったが、感染症に対する対応がまちまちで、まだ効果が充分

にでているとは言えない。看護師が「看護診断」をすると同様に、勤務する保育士にも「保育診断」をす

ることが求められている。そこで、本講では、小児科領域の病気に関する知識を学ぶと同時に、病気に対

応する実践力を身につけていただきたい。 

 

８．学習目標 

1. 先天異常について解説することができるようになる。 

2. 新生児の病気について説明することができるようになる。 

3. 代表的な感染症について説明することができるようになる。 

4. 呼吸器・循環器・消化器の病気について説明することができるようになる。 

5. 発達障害について解説することができるようになる。 

6. 救急法ついて解説し、実践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： [各宿題は、A4 判、横書き、明朝体 10.5 ポイント、２ページ（１ページあたり 40 字×39 行）に 

まとめて下さい。] 

１. 染色体異常症について記述してください。（テーマ３終了時に提出すること） 

染色体の数の異常と形態の異常について記述してください。 

２. 新生児感染症を起こす病原について記述してください。（テーマ４終了時に提出すること） 

新生児感染症は、いろいろな病原でも同じような症状のために、診断がむずかしく手遅れになりや

すいのです。その病原を知っておくことは大切です。 

 

レポート課題： [各レポートは、A4判、横書き、明朝体10.5ポイント、３ページ（１ページあたり 

40字×39行）にまとめてください。] 

１． 先天性心疾患について記述してください。（テーマ９終了時に提出すること） 

チアノーゼの有無による分類をすることで、理解しやすくなります。 

 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

内山聖監修、原寿郎、高橋孝雄、細井創編集『標準小児科学 第８版』医学書院、2013 

随時プリントを配布する。 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準; 小児期に多い感染症、食物アレルギー、先天異常についての知識を修得し、説明できる

ことが求められている。レポート課題、宿題で評価する。 

 

○評定の方法 

レポート課題      50％ 

宿題         40％ 

受講態度          10％ 

 

12．受講生への 

メッセージ 

小児期は、出生から成人になるまでの期間、つまり成長・発達している期間である。その間に、子どもた

ちは、沢山の疾患に罹患する。本講では、内容はかなり難しいけれども、集中して取り組んでほしい。そ

うすることによって、必ず成果が出てくると思う。 

 

13．オフィスアワー 
授業時に周知する 

 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 小児医学の概要 

【学習の目標】小児期にどんな病気があるかを説明することが出来る。 

【学習の内容】１）出生前期にみられる病気について学ぶ。 

２）新生児期、乳児期、幼児期にみられる病気について学ぶ。 

３）学童期、思春期にみられる病気について学ぶ。 

【キーワード】出生前期、新生児期、乳児期、幼児期、学童期、思春期、病気 

【学習する上での留意点】 小児保健学、小児医学、小児科学の違いについて理解を深めてもらいたい。 

 

2 . テ ー マ 出生前小児科学（１）遺伝子病、染色体異常、胎芽病、胎児病 

【学習の目標】出生前期にみられる病気について解説することが出来るようになる。 

【学習の内容】１）遺伝子病について学ぶ。 

２）染色体異常について学ぶ。 

３）胎芽病、胎児病について学ぶ。 



 

 

【キーワード】遺伝子病、染色体異常、胎芽病、胎児病 

【学習の課題】１）優性遺伝と劣性遺伝の病気について論述せよ。 

２）皮膚紋理について論述せよ。 

３）胎芽病について論述せよ。 

【学習する上での留意点】 発生のどの段階で、胎児が障害されると、先天異常が生じるか考えてみよう。 

 

3 . テ ー マ 出生前小児科学（２）先天異常について 

【学習の目標】先天異常の発生要因について、解説することが出来るようになる。 

【学習の内容】１）先天性代謝異常症について学ぶ。 

２）先天異常の発生要因について学ぶ。 

３）外表奇形について学ぶ。 

【キーワード】先天性代謝異常症、 先天異常の発生要因、 外表奇形 

【学習の課題】１）タンデムマス法を用いた新生児マススクリーニングについて論述せよ。 

２）先天異常の発生要因について述べよ。 

３）外表奇形について論述せよ。 

【学習する上での留意点】 新しい新生児マススクリーニング（タンデムマス法）について整理しておくとよい。 

 

4 . テ ー マ 新生児期の医学： 適応障害、黄疸、感染症 

【学習の目標】子宮内の生活から子宮外の外界へ環境が変わるため、呼吸も循環もすばやく適応していかなくてはならない。 

その適応について学ぶと同時に、適応障害についても理解を深め、解説することができるようになる。 

【学習の内容】１）呼吸器系の適応について学ぶ。 

２）循環器系の適応について学ぶ。 

３）胎児循環と成人循環の相違を理解し、知識を深める。 

【キーワード】サーファクタント、第一呼吸、胎児循環、ボタロー管、卵円孔、胎児型ヘモグロビン、新生児生理的黄疸 

【学習の課題】１）呼吸器系の適応障害について述べよ。 

２）循環器系の適応障害について述べよ。 

３）肺胞細胞とサーファクタントとの関係について論ぜよ。 

【学習する上での留意点】 出生後に胎児循環から成人循環にかわる機序を理解することは大切である。 

 

5 . テ ー マ 小児期の栄養： 母乳哺育、離乳食のすすめ方（離乳の基本）、混合栄養、人工栄養、間食 

【学習の目標】母乳哺育の重要性を解説することができるようになる。 

       離乳の基本について解説することができるようになる。 

【学習の内容】１）赤ちゃんにやさしい病院について学ぶ。 

２）人工栄養について学ぶ。 

３）離乳食のすすめ方について学ぶ。 

【キーワード】母乳哺育、離乳食のすすめ方、間食 

【学習の課題】１）完全母乳栄養の意義について論述せよ。 

２）離乳食について論述せよ。 

３）幼児期の間食の必要性について述べよ。 

【学習する上での留意点】 母乳哺育(Breastfeeding)、母乳栄養、母乳保育の違いについて整理しておく。  

 

6 . テ ー マ 診断と治療の概要： 診断法、薬物療法、救急蘇生法 

【学習の目標】診断法や薬物療法について、解説できるようになる。 

【学習の内容】１）フィジカルアセスメントについて学ぶ。 

２）治療法の概要について学ぶ。  

【キーワード】フィジカルアセスメント、薬物療法、救急蘇生法 

【学習の課題】１）フィジカルアセスメントについて述べよ。 

２）薬物療法について述べよ。  

【学習する上での留意点】 救急法 ABC と AED について実践しておくことが大切である。 

 

7 . テ ー マ 感染症： 小児感染症の特徴、感染症法と類型、発疹を伴う感染症、母子感染症 

【学習の目標】小児感染症の特徴について解説することができるようになる。 

【学習の内容】１）感染症法の類型について学ぶ。 

２）発疹を伴う感染症、母子感染症について学ぶ。  

【キーワード】小児感染症、感染症法、発疹性感染症、母子感染症 

【学習の課題】１）小児感染症の特徴について論述せよ。 

２）小児期にみられる代表的な感染症について論述せよ。 

【学習する上での留意点】 発疹の性状による分類が大切。病原別に整理しておく。 

 

８．.テーマ 呼吸器、循環器の病気 

【学習の目標】呼吸器、循環器の病気について解説することができるようになる。 

【学習の内容】１）上気道、下気道の病気について学ぶ。 

２）先天性心疾患（先天心）について学ぶ。 

３）肺炎について学ぶ。 



 

 

【キーワード】呼吸器、循環器、上気道、下気道、肺炎、先天心 

【学習の課題】１）「かぜ」について論述せよ。 

２）マイコプラズマ肺炎について述べよ。 

３）先天心をチアノーゼの有無による分類をし、解説せよ。  

【学習する上での留意点】 呼吸困難（吸気性，呼気性）と病気と結び付けて整理していくとよい。 

  

９ . テ ー マ 消化器の病気 

【学習の目標】消化器系の病気について解説することができるようになる。 

【学習の内容】１）消化器系の奇形について学ぶ。 

２）ウイルス性胃腸炎について学ぶ。 

３）腸内細菌叢（腸内フローラ）について学ぶ。 

【キーワード】消化器系の病気、奇形、腸内細菌叢（腸内フローラ） 

【学習の課題】１）消化器系の奇形について述べよ。 

２）ウイルス性胃腸炎について述べよ。 

３）腸内細菌叢について論述せよ。     

【学習する上での留意点】 腸内細菌叢とプロバイオテクスについてまとめておく。 

 

１ ０ . テ ー マ 内分泌、代謝、腎臓の病気 

【学習の目標】内分泌、糖尿病、腎臓の病気について解説することができるようになる。 

【学習の内容】１）内分泌の病気について学ぶ。 

２）糖尿病について学ぶ。 

３）急性腎炎について学ぶ。 

【キーワード】内分泌障害、糖尿病、腎臓病 

【学習の課題】１）脳下垂体から分泌されているホルモンについて述べよ。 

２）糖尿病について述べよ。 

３）急性腎炎について述べよ。   

【学習する上での留意点】 インスリンを用いない糖尿病の治療について知識を整理しておくとよい。 

 

１１.テーマ 血液、アレルギーの病気 

【学習の目標】血液、アレルギーの病気について解説することができるようになる。 

【学習の内容】１）血液をつくる仕組みを学ぶ。 

２）急性白血病について学ぶ。 

３）止血のメカニズムについて学ぶ。 

４）アレルギー反応の分類について学ぶ。 

【キーワード】血液、造血器、急性白血病、止血、貧血、アレルギー反応、食物アレルギー 

【学習の課題】１）急性白血病の分類と治療法について述べよ。 

２）貧血の診断について述べよ。 

３）鉄欠乏性貧血の治療法について述べよ。 

４）アレルギー・マーチについて述べよ。  

【学習する上での留意点】 貧血については、造血障害、溶血、失血に分けて考えるとよい。 

アレルギーについては、気象病と気管支喘息についてまとめておくとよい。  

 

1 ２ . テ ー マ 神経・筋、精神の病気、心身医学的問題 

【学習の目標】神経・筋、精神の病気、心身医学的問題について、解説することができるようになる。 

【学習の内容】１）筋ジストロフィー症について学ぶ。 

２）自閉症スペクトラムについて学ぶ。 

３）心身症について学ぶ。 

【キーワード】筋ジストロフィー症、心身症、自閉症スペクトラム  

【学習の課題】１）筋ジストロフィー症について論述せよ。 

２）自閉症スペクトラムについて述べよ。 

３）心身症について述べよ。 

【学習する上での留意点】 小児期区分ごとに心身症をまとめておくとよい。 

 

1 ３ . テ ー マ 「小児医学」のまとめ 

【学習の目標】小児医学全般について解説できるようになる。  

 

 

 

 

課題研究１ 

 

母 

母 

課題研究テーマ；母子感染症の感染経路について 

レポート形式；、A4判、横書き、明朝体10.5ポイント、１ページ（１ページあたり40字×39行） 

実施時期；第６回の授業後に実施する。 

提出期限；第７回の授業時に提出する。第７回の授業時に質疑応答等を行う。 

      提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習；母子感染を起こす病原ごとの感染経路についてノートにまとめておく。 



 

 

 

 

 

課題研究２ 

            

ア 

 

課題研究テーマ；アレルギー反応の分類について 

レポート形式；、A4判、横書き、明朝体10.5ポイント、１ページ（１ページあたり40字×39行） 

実施時期；第１０回の授業後に実施する。 

提出期限；第１１回の授業時に提出する。第１１回の授業時に質疑応答等を行う。 

      提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習；アレルギー反応の種類とその疾患とを結びつけて理解し、ノートにまとめておく。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 小児保健特論 （2 単位） 

３．科目番号 

 

SJMP5321 

 ２．授業担当教員 植地 正文 

４．授業形態 講義および文献講読、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

小児期は出生から成人になるまでの期間である。この時期は常に成長、発達を続けていることが特徴で

ある。受精から出生に至るまでにほとんどの臓器が完成されてきていることから、この出生前期を小児科
学では「出生前小児科学」として重視している。したがって、出生前期、小児期（新生児期、乳児期、幼
児期、学童期、青少年期）の成長・発達過程において出現する種々の健康課題（出生前期の成長・発達障

害と先天異常、新生児・乳児期の母乳哺育、感染症とその予防対策、疾病とその対処法、事故防止と安全
教育、「こころ」の病気と心身症など）について、母子保健学的立場から知識を整理する。さらに、わが国
の母子保健行政施策の変遷について学ぶと同時に、今後の課題について討議し理解を深める。 

 

８．学習目標 

1. 出生前期の成長・発達の基礎的な知識について説明することができるようになる。 

2  小児期の成長･発達が、生活習慣病に影響を及ぼしていることを解説することができるようになる。 

3. 「母乳哺育（Breastfeeding）」が母子保健学的に極めて大切であることを発表できるようになる。 

4. 感染症法の類型及び学校で予防すべき感染症について説明することができるようになる。 

5. 事故防止と安全教育について説明し、実践することができるようになる。 

6. 子どもの保健・医療、福祉、教育の連携の現状を分析し、今後の方向性を示すことができるようになる。 

 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

宿題： [各宿題は、A4 判、横書き、明朝体 10.5 ポイント、２ページ（１ページあたり 40 字×39 行）に 

まとめて下さい。] 

１） 睡眠とメラトニンの関係について； （「テーマ 4」終了時点でレポートを提出する） 

「早寝、早起き、朝ごはん」がすすめられているが、充分な効果はあがっていない。この生活リズム
について考えをまとめてみましょう。 

２） 消化酵素の種類とその役割について； （「テーマ 7」終了時点でレポートを提出する） 

消化器系の各々の器官から分泌される消化酵素の種類は沢山あります。各々の役割について 

まとめてみましょう。      

 

レポート課題： [各レポートは、A4 判、横書き、明朝体 10.5 ポイント、３ページ（１ページあたり 

40 字×39 行）にまとめて下さい。]  

１） 出生前期の区分について記述してください。（「テーマ２」終了時点でレポートを提出する） 

出生前期は、細胞分裂を繰り返して胎児が出来てくる重要な時期です。それを区分ごとに 

まとめてください。 

 

 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】  

巷野悟郎監修 日本保育園保健協議会編『最新保育保健の基礎知識』第 8 版改訂 

 日本小児医事出版社、2013 

【参考書及び参考文献】 

１． 厚生統計協会編『国民衛生の動向』65(9)  2018/2019 

２．American Academy of Pediatrics Policy Statement. 

Breastfeeding and the Use of Human Milk. Pediatrics  129(3):e827-e841. 2012  

３．高野陽、中原俊隆編『乳幼児保健活動マニュアル』文光堂、2007  

４．大島 清著『成長する脳の不思議』第三文明社、2002  

５．山寺博史著『メラトニンと睡眠 治療』81(1):11-15、1999   

６．田中哲郎著『新子どもの事故防止マニュアル』診断と治療社、2007  

７．内山聖監修、原寿郎、高橋孝雄、細井創編集『標準小児科学第 8 版』医学書院、2013 

随時プリントを配布する 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準; 出生前期、小児期の成長と発達を理解し、母乳哺育の重要性や感染症の予防、事故防止
と安全教育について説明することができること。レポート課題、宿題を評価基準とする。 

 
○評定の方法 

（通学課程）           

レポート課題         ５０％ 

宿題         ４０％ 

受講態度        １０％ 

 

12．受講生への 

メッセージ 

ヒトは哺乳類の一員である。当然のことながら、他の哺乳類と同様に出生直後から「母乳」で哺育される
べきであるが、人間世界では、なかなかそのようにはいっていない。出生時の母乳栄養か人工栄養かの対

応の差によって、成人になって様々な健康問題を惹起してくることが明らかになってきた。 

「こころ」と「からだ」の健全育成をはかるという長期的目標からみれば、小児期はまさにその土台づく
りの時期である。この時期の重要さ・大切さについて理解を深めてほしい。 

 

13．オフィスアワー 
授業内で周知する 

 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ～ 2 . テーマ 子どもの発育過程（１）子宮内環境と胎児の成長･発達 

【学習の目標】母体内では、受精から着床、胎芽期、胎児期というめまぐるしい変化を経過して、一個の人間が誕生してくる。その



 

 

各々の発育・発達段階について説明することができるようになる。 

【学習の内容】１）受精から着床までの経過について学ぶ。 

２）着床から出生までの経過について学ぶ。 

３）胎内での胎児の行動について学ぶ。 

【キーワード】胎芽期、胎児期、臨界期、催奇形因子、先天異常 

【学習の課題】１）環境が胎児に及ぼす影響について 

２）ヒトの発生における臨界期について 

３）先天異常の分類について 

【参考文献】 大島 清著『成長する脳の不思議』第三文明社、2002  

【学習する上での留意点】 小児科では、受精から出生までを「出生前小児科学」とし、産科では、「胎児学」として、ともに重視

している領域である。子宮内での胎児の成長、発達がどのような順序で進行してゆくか考えてみよう。 

 

3 . テ ー マ 子どもの発育過程（２）五感の発達 

【学習の目標】出生前および出生後における五感（視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚）の発達につい説明することができるようになる。 

【学習の内容】１）子宮内での五感の発達について知識を整理する。 

２）出生後の五感の発達について知識を整理する。 

【キーワード】五感（視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚）、子宮内環境 

【学習の課題】１）聴覚の発達について述べよ。    ４）味覚の発達について述べよ。                                                         

２）視覚の発達について述べよ。    ５）触覚の発達について述べよ。                                                      

３）嗅覚の発達について述べよ。 

【参考文献】 大島 清著『成長する脳の不思議』第三文明社、2002  

【学習する上での留意点】 子宮内で胎児の五感はかなりのところまで成長･発達していることを再認識しよう。 

 

４ . テ ー マ 子どもの発育過程（３）生体リズムの確立―― 睡眠、覚醒、光環境 ―― 

【学習の目標】生体リズムの確立について知識を整理し、解説することができるようになる。 

【学習の内容】１）生体リズムについて学ぶ 

２）睡眠の発達のプロセスについて学ぶ。 

３）メラトニンと睡眠との関係について知識を深める。 

【キーワード】メラトニン、サーカディアンリズム、ＲＥＭ睡眠、ｎｏｎ-ＲＥＭ睡眠 

【学習の課題】１）サーカディアンリズムについて述べよ。 

２）レム睡眠とノンレム睡眠について述べよ。 

３）メラトニンについて述べよ。 

【参考文献】 山寺博史著『メラトニンと睡眠 治療』81(1):11-15、1999   

【学習する上での留意点】 充分な睡眠をとることは、健康の保持・増進の上からも大切なことである。睡眠とメラトニンの関係を

理解して、日常生活で実践してみよう。 

 

５ . テ ー マ 子どもの発育過程（４）中枢神経系の成長・発達 

【学習の目標】中枢神経系の成長・発達について説明することができるようになる。 

【学習の内容】１）脳神経細胞の種類と数について学ぶ。 

２）右脳優位脳、左脳優位脳、バランス脳について学ぶ。 

３）出生後の脳の発達はどのように行われるか知識を深める。 

【キーワード】ＤＨＡ、アポトージス、脳神経細胞、髄鞘化 

【学習の課題】１）脳神経細胞の種類と数について論述せよ。 

２）ＤＨＡと髄鞘化の関係について論述せよ。 

３）出生後の脳の発達と髄鞘化について論述せよ。 

【参考文献】 大島 清著『成長する脳の不思議』第三文明社、2002  

【学習する上での留意点】 出生時に新生児の大脳新皮質には、すでに１４０億個の神経細胞があり、その後のネットワーク化が 

重要であることを理解しよう。 

 

６ . テ ー マ 子どもの発育過程（５）呼吸・循環系の成長・発達 

【学習の目標】子宮内の生活から子宮外の外界へ環境が変わるため、呼吸も循環もすばやく適応していかなくてはならない。 

その適応について学ぶと同時に、適応障害についても理解を深め、解説することができるようになる。 

【学習の内容】１）呼吸器系の発育･発達について学ぶ。 

２）循環器系の発育･発達について学ぶ。 

３）胎児循環と成人循環の相違を理解し、知識を深める。 

【キーワード】サーファクタント、第一呼吸、胎児循環、ボタロー管、卵円孔 

【学習の課題】１）呼吸器系の形態的発育について述べよ。 

２）循環器系の形態的発育について述べよ。 

３）肺胞細胞とサーファクタントの関係について論ぜよ。 

【参考文献】 内山聖監修、原寿郎、高橋孝雄、細井創編集『標準小児科学第８版』医学書院、2013  

【学習する上での留意点】 出生後に胎児循環から成人循環にかわる機序を理解することは大切である。 

 

７ . テ ー マ 子どもの発育過程（６）消化器、内分泌･代謝、泌尿器の成長・発達 

【学習の目標】消化器、内分泌･代謝、泌尿器の成長・発達について説明することができるようになる。 

【学習の内容】１）消化器系の成長･発達について学ぶ。 

２）腸内細菌叢の意義について知識を深める。 

３）内分泌･代謝の成長・発達について学ぶ。 

４）泌尿器系の成長・発達について学ぶ。 

【キーワード】羊水、腸内細菌叢、ホルモン、標的臓器、腎機能、消化器、泌尿器 

【学習の課題】１）三大栄養素に対する消化酵素の種類とその役割について述べよ。 



 

 

２）腸内細菌叢の形成とガス産生との関係について論ぜよ。 

３）脳下垂体から分泌されるホルモンとその役割について論ぜよ。 

４）腎臓機能について述べよ。 

【参考文献】 内山聖監修、原寿郎、高橋孝雄、細井創編集『標準小児科学第８版』医学書院、2013  

【学習する上での留意点】 

       口から肛門までの消化器系の図を描いて、消化・吸収のメカニズムを理解し、習得しておくことは大切である。 

 

８ . テ ー マ 母乳哺育の意義 

【学習の目標】母乳哺育（Breastfeeding）の意義について説明することができるようになる。 

【学習の内容】１）母乳哺育と母乳栄養との違いについて学ぶ。 

２）母乳中に含まれている成分について学ぶ。 

３）母乳育児を成功させるための１０か条を説明し、その内容を理解する。 

４）母乳哺育推進運動を阻害している要因について列記してみよう。 

【キーワード】母乳哺育、完全母乳栄養、分泌型免疫グロブリンＡ（Ｓ－ＩｇＡ） 

【学習の課題】１）母乳中に含まれている感染防御物質について 

２）母乳哺育推進運動について 

３）母乳哺育の長所、短所につい 

【参考文献】 American Academy of Pediatrics 2012 Policy Statement. 

Breastfeeding and the Use of Human Milk. Pediatrics 129(3): e827-e841 

【学習する上での留意点】 母乳で子どもを育てていることを母乳育児、母乳哺育、母乳保育、母乳栄養と、医療関係者も母親たち

も自分の都合の良いように解釈して使っている。母乳哺育という意味をもう一度考えてみよう。 

 

９ . テ ー マ 感染症とその予防対策 

【学習の目標】小児期によくみられる感染症、ことに発疹を伴う感染症について説明することができるようになる。 

【学習の内容】１）小児期によくみられる感染症の種類について学ぶ。 

２）感染症発生時の公衆衛生学的対策について理解を深める。 

３）感染症法、予防接種法について学ぶ。 

【キーワード】感染症法、学校で予防すべき感染症の登園（登校）停止基準、定期予防接種、任意予防接種 

【学習の課題】１）小児期にみられる発疹性感染症について述べよ。 

２）学校で予防すべき感染症の登園（登校）停止基準について解説せよ。 

３）感染症の種類を感染症法の感染症類型で分類し、解説せよ。 

４）定期予防接種と任意予防接種との違いを述べよ。 

【参考文献】  １）内山聖監修、原寿郎、高橋孝雄、細井創編集『標準小児科学』医学書院、2015 

２）高野陽、中原俊隆編『乳幼児保健活動マニュアル』文光堂、2007 

【学習する上での留意点】 感染症が集団発生したとき、公衆衛生学的にどのような対策を立ててゆくか？ 代表的な病原体につい

て、対策を立てて実践し、知識を共有しよう。 

 

1 ０ . テ ー マ 事故と安全教育 

【学習の目標】事故防止と安全教育について説明することができるようになる。 

【学習の内容】１）小児期にみられる事故の種類を発達段階から考えてみよう。 

２）事故とその応急処置について学び、実践する。 

３）安全チェックシートについて理解し、実践する。 

４）チャイルドシートの種類と安全性について学ぶ。 

【キーワード】安全チェックシート、救急処置、事故、安全教育 

【学習の課題】１）小児期にみられる事故の種類と応急処置について論ぜよ。 

２）安全チェックシートについて解説せよ。 

３）チャイルドシートの種類とその取り扱い方について述べよ。 

【参考文献】 １）田中哲郎著『新子どもの事故防止マニュアル』診断と治療社、2001 

２）高野陽、中原俊隆編『乳幼児保健活動マニュアル』文光堂、2007 

【学習する上での留意点】 事故を完全に防ぐことは出来ない。いかに事故を起こさないように予防してゆくか考えてみよう。 

 

1 １ . テ ー マ 母子保健行政施策（１）歴史的変遷 

【学習の目標】母子保健行政施策の歴史的変遷について説明することができる。 

【学習の内容】母子保健行政施策の歴史的変遷について学ぶ。 

【学習の課題】１）母乳哺育推進の施策がその時々の社会情勢によっていかに変遷したか、実例を挙げて論ぜよ。 

２）健康診査と母子健康手帳についてその役割について論ぜよ。 

【参考文献】 １）厚生統計協会『国民衛生の動向・厚生の指標』65(9)  2018/2019 

２）高野陽、中原俊隆編『乳幼児保健活動マニュアル』文光堂、2007 

【学習する上での留意点】 自分の母子健康手帳の内容から、自分が育った頃の時代背景を考えてみよう。 

 

1 ２ . テ ー マ 母子保健行政施策（２）「健やか親子２１」について 

【学習の目標】母子保健行政施策の一つである「健やか親子２１」について学習し、説明することができるようになる。 

【学習の内容】１）「健やか親子２１」の概要について学ぶ。 

２）「健やか親子２１」の実施結果について解説する。 

３）エンゼルプランや新エンゼルプランとの違いについて学ぶ。 

４）子ども・子育て応援プランについて学ぶ。 

【学習の課題】１）「 健やか親子２１の概要について論ぜよ。 

２）エンゼルプランや新エンゼルプランの内容について論ぜよ。  

【参考文献】 １）厚生統計協会『国民衛生の動向・厚生の指標』65(9)  2018/2019 

 



 

 

２）高野陽、中原俊隆編『乳幼児保健活動マニュアル』文光堂、2007 

【学習する上での留意点】 今日までに実施された母子保健行政施策について、その特徴をまとめてみよう。  

 

1 ３ . テ ー マ 母子保健行政施策（３）保健・医療・福祉・教育の連携 

【学習の目標】母子保健行政施策を遂行する上で、保健・医療・福祉・教育の連携は欠かせないことである。この連携のあり方につ

いて説明することができる。 

【学習の内容】保健・医療、福祉、教育の連携の方法について学ぶ。 

【学習の課題】１）保健・医療、福祉、教育の連携の必要性について論ぜよ。 

２）保健・医療、福祉、教育の連携を円滑に機能させるための方策について解説せよ。 

【参考文献】 １）厚生統計協会『国民衛生の動向・厚生の指標』65(9)  2018/2019 

２）高野陽、中原俊隆編『乳幼児保健活動マニュアル』2007  

【学習する上での留意点】 認定こども園の制度について考えてみよう 

 

 

 

課題研究１ 

レ 

課題研究テーマ；腸内細菌叢について 

レポート形式；A4 判、横書き、明朝体 10.5 ポイント、１ページ（１ページあたり 40 字×39 行） 

実施時期；第６回の授業後に実施する。 

提出期限；第７回の授業時に提出する。第７回の授業時に質疑応答等を行う。 

      提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習；ヒトの腸内にも沢山の微生物が常在しています。その存在意義を理解し、ノートにまとめておく。 

 

 

 

課題研究２ 

 

課題研究テーマ；完全母乳栄養法腸内細菌叢について 

レポート形式； A4判、横書き、明朝体10.5ポイント、１ページ（１ページあたり40字×39行） 

実施時期；第７回の授業後に実施する。 

提出期限；第８回の授業時に提出する。第８回の授業時に質疑応答等を行う。 

           提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習；ヒトの新生児の栄養法として、完全母乳栄養、母乳栄養、混合栄養、人工栄養がある。 

それぞれの長所、短所についてノートにまとめておく。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 発達心理学特論 （2 単位） 

３．科目番号 

 

SJMP5316 

 ２．授業担当教員 岡野 雅子 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義・演習・文献購読 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

保育の現場における心理学は、乳幼児だけでなく、保護者や家族（きょうだい、祖父母等）も対象とな

る。 

特に乳幼児期は、人格形成の基礎となる時期である。発達の様相とつまずきへの対応について、事例や先行

研究に学びながら理解を深める。 

８．学習目標 
各ライフステージにおける発達課題と対応について、具体的実践的に理解することを目標とする。特に、

生涯発達の初期である乳幼児期の発達とその支援について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各コマで学ぶキーワードについてあらかじめ学習してから授業に臨むこと。 

第13回において、発達心理学に関連する用語について、口頭試問を行う。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】  

二宮克美・大野木裕明・宮沢秀次編『ガイドライン生涯発達心理学[第 2 版]』ナカニシヤ出版 

【参考書】 

日本発達心理学会企画／柏木恵子・藤永保監修『育児・保育現場での発達とその支援』ミネルヴァ書房 

内田伸子編『発達心理学キーワード』有斐閣双書 

森上史朗・柏女霊峰編『保育用語辞典第 8版』ミネルヴァ書房 

鹿取廣人『ことばの発達と認知の心理学』東京大学出版会 

小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害防止のシナリオ』ぎょうせい 

杉山登志郎『そだちの臨床－発達精神病理学の新地平－』日本評論社 

南風原朝和・市川真一・下山晴彦編『心理学研究法入門 調査・実験から実践まで』東京大学出版会 

日本発達障害福祉連盟『発達障害白書 2017年版』明石書店 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

〇成績評価の基準 

・生涯発達の各ステ－ジにおける発達課題について理解しているか、 

・生涯発達の初期である乳幼児期の発達の重要性について理解しているか、 

・発達のつまずきへの対応や支援について理解しているか、 

などを総合的に判断する。 

〇【通学】事前学習 30％、            【通信課程】レポ－ト（論文） 50％、 

授業における学習課題への取り組み 40％、      単位認定試験（課題論文） 50％、 

口頭試問 30％、 

12．受講生への 

メッセージ 

なにげなく過ごしている日常も、生涯発達の視点で見るとこれまでと違ってみえてきます。 

トラブルや悩みの本質は何なのか、発達的視点から理解し、対処できるように勉強しましょう。 

13．オフィスアワー 事前に E-mailで連絡をください。E-mail：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 発達心理学とライフサイクル 

【学習の目標】 「発達」の概念について知る。 

【学習の内容】 生涯発達という考え方について学ぶ。 

【キーワード】 生涯発達、ライフサイクル、発達課題、ピアジェ、エリクソン、ハヴィーガースト、フロイト 

【学習の課題】 現代の「発達」の意味を知る。著名な研究者の唱えた発達理論を学ぶ。 

【学習する上での留意点】常に身近な事例を思い浮かべながら、テーマについて考えてください。また、新聞やテレビなどの報道と

関連付けながら発達の問題を考えること。（以下同じ） 

2 . テ ー マ 胎児期・乳児期の発達心理 

【学習の目標】 胎児期・乳児期の発達の特徴と発達課題を知る。 

【学習の内容】 胎児期・乳児期の発達の特徴について。 

【キーワード】 愛着、信頼感の形成、共同注意、社会的参照、シンボル(象徴)機能 

【学習の課題】 乳幼児期の特徴のうち成人期に引き継がれやすいものについて調べましょう。 

【参考文献】  日本発達心理学会企画／柏木恵子・藤永保監修『育児・保育現場での発達とその支援』ミネルヴァ書房 

内田伸子編『発達心理学キーワード』有斐閣双書 

3 . テ ー マ 幼児期の発達心理 

【学習の目標】 幼児期の発達の特徴と心の問題について学習する。 

【学習の内容】 幼児期の発達の特徴について。 

【キーワード】 集団保育（幼稚園･保育所･認定こども園）、第 1反抗期、基本的生活習慣、自己中心性、アニミズム、 

ことばの発達、質問期 

【学習の課題】 上記のキーワードと発達特性との関連について考察しましょう。 

【参考文献】  日本発達心理学会企画／柏木恵子・藤永保監修『育児・保育現場での発達とその支援』ミネルヴァ書房 

内田伸子編『発達心理学キーワード』有斐閣双書 

森上史朗・柏女霊峰編『保育用語辞典第 8版』ミネルヴァ書房 



 

 

鹿取廣人『ことばの発達と認知の心理学』東京大学出版会 

4 . テ ー マ 育児現場への支援 

【学習の目標】 保護者への支援、子どもへの支援について学習する。 

【学習の内容】 育児現場への支援とは、保護者をめぐる問題、子どもをめぐる問題、育児現場での支援の実際 

【キーワード】 保護者支援、家族システム、エンゼルプラン、新エンゼルプラン、子ども･子育て応援プラン 

【学習の課題】 子育て支援についての新聞記事などをスクラップし、保護者のニ－ズや支援のあり方について考えましょう。 

【参考文献】  日本発達心理学会企画／柏木恵子・藤永保監修『育児・保育現場での発達とその支援』ミネルヴァ書房 

内田伸子編『発達心理学キーワード』有斐閣双書 

森上史朗・柏女霊峰編『保育用語辞典第 8版』ミネルヴァ書房 

5 . テ ー マ 保育現場への支援 

【学習の目標】 保育者への支援、子どもへの支援について学習する。 

【学習の内容】 保育現場への支援とは､保育者をめぐる問題､保護者をめぐる問題､子どもをめぐる問題､保育現場での支援の実際 

【キーワード】 アセスメント、保育者支援、コンサルテ－ション、保育カンファレンス 

【学習の課題】 保育現場での保育者への支援のあり方について考えましょう。 

【参考文献】  日本発達心理学会企画／柏木恵子・藤永保監修『育児・保育現場での発達とその支援』ミネルヴァ書房 

内田伸子編『発達心理学キーワード』有斐閣双書 

森上史朗・柏女霊峰編『保育用語辞典第 8版』ミネルヴァ書房 

6 . テ ー マ 児童期の発達心理 

【学習の目標】 児童期の発達心理の特徴と心の問題について学習する。 

【学習の内容】 児童期の発達心理の特徴について。 

【キーワード】 脱中心化、自己有能感、ギャングエイジ、いじめ、不登校、発達障害 

【学習の課題】 「いじめ」「不登校」の定義を確認しましょう。上記のキーワードと発達特性との関連について考察しましょう。 

【参考文献】  内田伸子編『発達心理学キーワード』有斐閣双書 

小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害防止のシナリオ』ぎょうせい 

杉山登志郎『そだちの臨床－発達精神病理学の新地平－』日本評論社 

7 . テ ー マ 青年期の発達心理 

【学習の目標】 青年期の発達の特徴と心の問題について学習する。 

【学習の内容】 青年期の発達の特徴と心の問題について臨床心理学の問題と対処法。 

【キーワード】 第２反抗期、第二次性徴、アイデンティティ、モラトリアム、思春期やせ症、摂食障害 

【学習の課題】 上記のキーワードと発達特性との関連について考察しましょう。 

【参考文献】  小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害防止のシナリオ』ぎょうせい 

8 . テ ー マ 発達障害と触法 

【学習の目標】 「発達障害」の定義を学び、触法問題との関係について学習する。 

【学習の内容】 「発達障害」の特性と誤解の要因、一般の触法行為とは異なる対処法について。 

【キーワード】 発達障害、触法、少年鑑別所、行為障害 

【学習の課題】 発達障害と触法の因果関係について考察しましょう。 

【参考文献】  日本発達障害福祉連盟『発達障害白書 2017年版』明石書店 

小栗正幸『発達障害児の思春期と二次障害防止のシナリオ』ぎょうせい 

        杉山登志郎『そだちの臨床－発達精神病理学の新地平－』日本評論社 

9 . テ ー マ 成人期の発達心理 

【学習の目標】 成人期の心理と心の問題について学習する。 

【学習の内容】 成人期の心理と心の問題の理解をするとともにその解決法を考える。 

【キーワード】 アイデンティティの再構築、多重役割、熟年離婚、空の巣症候群 

【学習の課題】 上記のキーワードと発達特性との関連について考察しましょう。 

【参考文献】  内田伸子編『発達心理学キーワード』有斐閣双書 

1 0 . テ ー マ ストレスとうつ 

【学習の目標】 ストレスとうつの原因、実態、予防法について学習する。 

【学習の内容】 ストレスとうつの原因、実態、予防法について理解し、事例の研究をする。 

【キーワード】 心的外傷ストレス症候群(PTSD) 

【学習の課題】 ストレスとうつとの関連について、関連論文を検索しましょう。 

【参考文献】  杉山登志郎『そだちの臨床－発達精神病理学の新地平－』日本評論社 

1 1 . テ ー マ 発達心理学の研究 

【学習の目標】  発達心理学についての研究における必要な知識について学習する。 

【学習の内容】 各種研究法、調査研究の手順、心理学研究の倫理 

【キーワード】 心理学研究法、調査法、質問紙法、面接技法、発達評価 

【学習の課題】 日本心理学会などで公開している心理学研究の倫理について WEBで調べましょう。 

【参考文献】  南風原朝和・市川真一・下山晴彦編『心理学研究法入門 調査・実験から実践まで』東京大学出版会 



 

 

1 2 . テ ー マ 発達の評価 

【学習の目標】 発達評価の方法について学習する。 

【学習の内容】 各種発達評価の目的、操作法、実施上の留意点について 

【キーワード】 津守式乳幼児精神発達質問紙、遠城寺式発達検査、K-ABC、WISCⅢ,PEP-3 

【学習の課題】 発達評価の方法を１つ選んで目的、操作法、実施上の留意点を説明しましょう。 

【参考文献】  各種発達検査マニュアル 

1 3 . テ ー マ 発達心理学の総括 

【学習の目標】 乳幼児期から老年期までの生涯発達について理解する。 

【学習の内容】 乳幼児期から老年期までの発達心理を理解し、各期の心のケアを考える。 

【キーワード】 現代の発達心理の定義 

【学習の課題】 生涯発達とは何か、考えをまとめましょう。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 10 回の講義内容を踏まえて、「人生初期の問題は、後の人生にまで影響するか」につ

いてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 10 回の授業後に実施する。提出期限：第 11 回の授業
開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 添削内容等につ

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

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 10 回の講義内容を踏まえて、「家族の貧困と心理発達への影響」についてレポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 12 回の授業後に実施する。提出期限：第 13 回の授
業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 14 回授業終了後に教室で行う。 添削内容等に

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

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 表現文化実践特論 （2 単位）  

３．科目番号 

 

SJMP5314 

 ２．授業担当教員 片岡 浩 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
SR 

７．講義概要 

美術的な表現文化について講義とその理解を図るための演習によって、教育研究する。こどもの様々な表

現（美術・音楽）を、文献を調査することなどを通して、また学生相互のディスカッションなどを通して理

解・考察する。 

８．学習目標 

 幼児期･児童期における美術表現文化の領域について以下の課題を探求する。 

１、五感を活用したうまい下手に捉われない表現を体験的に知る。 

２、現代の音楽表現文化についての知識を深め、問題点や将来への課題を探求する。 

３、発想から工夫・表現、プレゼンテーションまでのプロセスを論理的、実践的に学び、美術的コミュニケ

ーションについて学ぶ。 

４、文化とは何かを体験的に掘り下げながら考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業ごとに指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

その都度、関連資料を配布する。 

【参考書】 

佐藤学・今井康雄編『子どもたちの想像力を育む―アート教育の思想と実践』東京大学出版会 

河合隼雄『臨床教育学入門』岩波書店 

佐伯胖、藤田英典、佐藤学編『シリーズ学びと文化⑤ 表現者として育つ』東京大学出版会  

文部科学省『小学校学習指導要領解説』  

11．成績評価の方法 
授業への積極的な関わり    ４０％ 

レポート課題         ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

従来の表現文化を学術的に理論立てその深奥を究めるとともに、文化の進展に寄与できるよう努力してもら

いたい。そのために、授業へ積極的に参加していくとともに自ら課題を持って研究していってほしい。 

13．オフィスアワー 未定(時間割決定時に発表する 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ． テ ー マ 表現文化について  

【学習の目標】 本科目の学習方法を理解したうえで、表現文化とは何かを考える。       

【学習の内容】 表現文化とは何か、他領域とどのように関わっているのかなど具体的な例を出しながらその意義について学生相互

で討論する。 

【キーワード】 美術、芸術、文化、表現、コミュニケーション、五感 

【学習の課題】 表現と文化について考察する。 

【学習する上での留意点】 自らの体験に基づいて、芸術と表現の関わりと意義について、事前に考察しておくこと。 

2 ～ 4 . テ ー マ 美術・芸術・表現と上手い下手の表現と素材と感性の特性を活用した表現 

【学習の目標】 美術・芸術・表現と上手い下手の表現と素材と感性の特性を理論と実践を通して理解する。 

【学習の内容】 第１章「想像力と創造性の教育へ―アートと子どもの結合の諸相―」、第２章「子どもの美的経験の意味」、 

第５章「シュタイナー教育のアート―フォルメンが創造力を育む」とはどういうことか―」を購読する。 

【キーワード】 臨床教育学、芸術、文化、創造、シュタイナー教育 

【学習の課題】 文献の内容を整理し、レポートとしてまとめ、発表できる。 

【参考文献】  佐藤学・今井康雄編『子どもたちの想像力を育む―アート教育の思想と実践』東京大学出版会 

【学習する上での留意点】事前に上記参考文献を読んでおくこと。 

5 ～ 7 . テ ー マ 表現基礎技法における臨床美術の効用① 

【学習の目標】 五感をつかった基礎的造形表現の理解を深める。 

【学習の内容】 五感を活用した美術表現、教育内容の理解 

【キーワード】 「みる、きく、かぐ、さわる、あじわう」 

【学習の課題】 「感じ、表現する」 

【参考文献】  資料配布 

【学習する上での留意点】 体験による感覚の認識 

8 ～ 1 0 . テ ー マ 表現基礎技法における臨床美術の効用② 

【学習の目標】 五感をつかった基礎的造形表現の理解を深める。 

【学習の内容】 五感を活用した美術表現、教育内容の理解 

【キーワード】 「みる、きく、かぐ、さわる、あじわう」 

【学習の課題】 「感じ、表現する」 

【参考文献】  資料配布 

【学習する上での留意点】 体験による感覚の認識 

 

 



 

 

1 1 ～ 1 3 . テーマ 表現基礎技法における臨床美術の効用③ 

【学習の目標】 美術と音楽・五感をとおした表現研究 

【学習の内容】 体験に基づく研究内容のまとめ 

【キーワード】 臨床美術、表現、教育方法 

【学習の課題】 「感性・感覚・表現」の教育実践 

【参考文献】  資料配布 

【学習する上での留意点】 自ら感じ、考え、実践する。試行錯誤し、創意工夫し、生み出すこと。 

課 題 研 究 1 

授業を通した体験をもとに以下の課題についてレポートを提出せよ。 
 
課題「表現と文化、コミュニケーションについて述べよ」（A4.2000字） 
 

※最終授業終了日から 2週間以内に指定場所へ提出すること。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行なう。 

 

事後学習として、レポート作成や意見交換などから学んだ内容をまとめる。 

課 題 研 究 2 

以下の内容をまとめ課題作品ファイルを作成して提出すること。 
 １．課題内容と感想 
 ２．課題作品（立体作品は写真撮影すること） 
 

※最終授業終了日から 2週間以内に指定場所へ提出すること。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行なう。 

 

事後学習として、レポート作成や意見交換などから学んだ内容をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 表現文化実践演習 （2 単位）  

３．科目番号 

 

SJMP5314 

 ２．授業担当教員 片岡 浩 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
SR 

７．講義概要 

美術的な表現文化について講義とその理解を図るための演習によって、教育研究する。こどもの様々な表

現（美術・音楽）を、文献を調査することなどを通して、また学生相互のディスカッションなどを通して理

解・考察する。 

８．学習目標 

 幼児期･児童期における美術表現文化の領域について以下の課題を探求する。 

１、五感を活用したうまい下手に捉われない表現を体験的に知る。 

２、現代の音楽表現文化についての知識を深め、問題点や将来への課題を探求する。 

３、発想から工夫・表現、プレゼンテーションまでのプロセスを論理的、実践的に学び、美術的コミュニケ

ーションについて学ぶ。 

４、文化とは何かを体験的に掘り下げながら考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業ごとに指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

その都度、関連資料を配布する。 

【参考書】 

佐藤学・今井康雄編『子どもたちの想像力を育む―アート教育の思想と実践』東京大学出版会 

河合隼雄『臨床教育学入門』岩波書店 

佐伯胖、藤田英典、佐藤学編『シリーズ学びと文化⑤ 表現者として育つ』東京大学出版会  

文部科学省『小学校学習指導要領解説』  

11．成績評価の方法 
授業への積極的な関わり    ４０％ 

レポート課題         ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

来の表現文化を学術的に理論立てその深奥を究めるとともに、文化の進展に寄与できるよう努力してもらい

たい。そのために、授業へ積極的に参加していくとともに自ら課題を持って研究していってほしい。 

13．オフィスアワー 未定(時間割決定時に発表する 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ． テ ー マ 表現文化について  

【学習の目標】 本科目の学習方法を理解したうえで、表現文化とは何かを考える。       

【学習の内容】 表現文化とは何か、他領域とどのように関わっているのかなど具体的な例を出しながらその意義について学生相互

で討論する。 

【キーワード】 美術、芸術、文化、表現、コミュニケーション、五感 

【学習の課題】 表現と文化について考察する。 

【学習する上での留意点】 

        自らの体験に基づいて、芸術と表現の関わりと意義について、事前に考察しておくこと。 

2 ～ 4 . テーマ 美術・芸術・表現領域の位置付けと意義について 

【学習の目標】 文献購読を通して、美術・芸術・表現の意義を理解することができる。 

【学習の内容】 第１章「想像力と創造性の教育へ―アートと子どもの結合の諸相―」、第２章「子どもの美的経験の意味」、 

第５章「シュタイナー教育のアート―フォルメンが創造力を育む」とはどういうことか―」を購読する。 

【キーワード】 臨床教育学、芸術、文化、創造、シュタイナー教育 

【学習の課題】 文献の内容を整理し、レポートとしてまとめ、発表できる。 

【参考文献】  佐藤学・今井康雄編『子どもたちの想像力を育む―アート教育の思想と実践』東京大学出版会 

【学習する上での留意点】事前に上記参考文献を読んでおくこと。 

５ . テ ー マ ２～４で学んだことについて、実践的に体験し理解を深める。 

【学習の目標】 これまで文献を通して学んだことを整理し、美術・芸術・表現領域の意義づけと意義について、実践的に体験し理

解を深める。 

【学習の内容】 ２～４で学んだことについて整理し、実践的に体験し理解を深める。 

【キーワード】 臨床美術、芸術、文化、創造 

【学習の課題】 これまで文献を通して学んだことを整理し、自分の考えを発表する。 

【参考文献】  佐藤学・今井康雄編『子どもたちの想像力を育む―アート教育の思想と実践』東京大学出版会  

【学習する上での留意点】 事前に、今まで学んだ文献の要点を整理し、自分考えを発表できるように準備してお

くこと。 

６～７.テーマ 表現における臨床美術の効用① 

【学習の目標】 五感をつかった造形表現の理解を深める。 

【学習の内容】 五感をつかった造形表現と教育内容の理解 

【キーワード】 「みる、きく、かぐ、さわる、あじわう」 

【学習の課題】 「感じ、表現する」 

【参考文献】  資料配布 



 

 

【学習する上での留意点】 体験による感覚の認識 

8 . テ ー マ 創造力の育成 

【学習の目標】 表現の 4 段階「発想・計画・思考の現実化・プレゼンテーション＆コミュニケーション」について理解を深め、実 

践的体験をする。 

【学習の内容】 発想法、プレゼンテーション、課題づくり 

【キーワード】 図画工作指導法 

【学習の課題】 オリジナル課題を創造する。 

【参考文献】  藤江充、他監修『形・色・イメージ+これからの図画工作』日本文教出版 

        佐々木達行、他編著『図画工作 1～6 年』開隆堂 

【学習する上での留意点】小・中学校の指導にどのように生かすことができるか考えながら、オリジナル課題づく

りに取り組むこと。 

9 ~ 1 2 .テーマ 美術と音楽を融合させた表現の教材研究 

【学習の目標】 美術と音楽・五感をとおした表現研究 

【学習の内容】 体験に基づく研究内容のまとめ 

【キーワード】 臨床美術、表現、教育方法 

【学習の課題】 「感性・感覚・表現」の教育実践 

【参考文献】  資料配布 

【学習する上での留意点】 自ら感じ、考え、実践する。試行錯誤し、創意工夫し、生み出すこと。 

1 3 ． テ ー マ 学校教育における美術科の授業分析 

【学習の目標】 今学期学んだことの総括と評価を双方向対話型の授業によって行う。 

【キーワード】 人間関係、生きる力、芸術 

【学習の課題】 学んできたことを考えまとめることにより、芸術の意義、人間関係における表現文化の重要性、そして生きていく

力について考える。 

【学習する上での留意点】  

保育･教育の現場でしっかりとした理論に基づいた美術表現文化の実践が行えるようなまとめが望まれる。 

課題研究 

   1 

課題研究テーマ：授業を通した体験をもとに以下の課題についてレポートを提出せよ。 
レポート形式・課題：「表現と文化、コミュニケーションについて述べよ」（A4.2000字） 
提出時期および期限： 

※最終授業終了日から 2週間以内に指定場所へ提出すること。 

事後学習：レポート作成と添削指導などを通し、学んだことを自分なりにまとめる。 

課題研究 

   2 

課題研究テーマ：以下の内容をまとめ課題作品ファイルを作成して提出すること。 
 １．課題内容と感想 
 ２．課題作品（立体作品は写真撮影すること） 
提出期限および期限： 

※最終授業終了日から 2週間以内に指定場所へ提出すること。 

事後学習：レポート作成と添削指導などを通し、学んだことを自分なりにまとめる。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 幼児教育学特論  （2 単位） 

３．科目番号 

 

SJMP5312 

 ２．授業担当教員 関口 はつ江   

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

教育という営みは何かの原点に戻りながら授業を進める。幼児教育の理念・歴史を基本に幼児教育の構

造理解を深める。現代社会における幼児教育の特質を捉え、今後の幼児教育のあり方を検討する。近代幼
児教育思想の流れを概括し、わが国の幼児教育の今日的課題を生涯発達における幼児期の意義、教育方法
における保育・教育的関係形成の重要性を中心に講義する。わが国の幼児教育に強い影響力を持つと見ら

れる倉橋惣三、津守真の考え方を詳術し、現行の幼稚園教育要領、保育所保育指針に示されている基本理
念、実践方法との関連の理解を図る。 

８．学習目標 

①子どもの在り方を社会の変化との関連で捉える。 

②幼児教育を学ぶものの基礎知識としての西欧及び我が国の幼児教育思想の流れを理解する。 

③保育者の立場から、関わりの中での幼児理解と客観的幼児理解の違いを理解し、保育的関係形成を可能
にする幼児観の形成を図る。 

④最近求められている、義務教育の基礎としての幼児教育のあり方について考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

課題１ 近代幼児教育思想家の幼児教育の基本理念と現代の幼児教育実践への影響 

課題２ 「遊び」を通しての保育における保育者の役割を述べる 

課題３ 幼児教育と小学校教育との関連、及び幼児期の保育の基本 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 津守真『保育者の地平』ミネルヴァ書房 

      倉橋惣三『幼稚園真諦』フレーベル館 

      資料はその都度配布する。 

【参考文献】西平直『教育人間学のために』東京大学出版会（2005） 

ボルノウ、O ,F, 『人間学的に見た教育学』玉川大学出版部 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１幼児教育を歴史的社会的背景との関連でとらえているか 

２幼児の発達的特質と生活の在り方について理解しているか 

３レポート作成において、文献の引用、用語の使用、論旨の展開が適切か 

○評定の方法 

 レポート内容（理解度、思考力）３回の課題レポート 各 20％ 

 最終レポート（独自の問題選択にみられる事実の認識の明確さと見解の表現の的確さ）40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日頃から子どもの問題に関心を持ち、幼児の特性を理解し、幼児の立場から状況を捉える姿勢をもつこ
と、また、自分なりの見解を持つと共に、他者の意見や立場から学ぶ柔軟な態度を期待したい。 

13．オフィスアワー  後日通知 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ～ 2 . テーマ 社会と子ども 

【学習の目標】 社会における子どもの位置づけ、及び子ども観の歴史的変容、近代幼児教育思想の成立の背景を理解する。 

【学習の内容】 （１）中世から近代への生活形態の推移と子どもとおとなの関係の変化、及びその現代の状況との対比 

（２）社会の一員としての子ども、学習者としての子ども、消費者としての子ども、と言う変化が子どもの生活に
与える影響 

（３）子どもの経験が生活から分断され、学習内容が総合性を失ったことの問題  

【キーワード】 小さなおとな 子どもとおとなの生活の距離 学校への抱え込み 子どもの経験世界の分裂 

【学習の課題】 （１）生産活動、地域社会、家族形態等が子どもの在り方を決めていることを現代の子どもの状況で確認する。 

（２）子どもの問題を社会の長期的な変化との関連で認識する。 

（３）個人的に生起している問題を直接要因と間接要因で解釈する。 

【参考文献】  高橋勝『文化変容の中の子ども』東信堂 

        本田和子『子ども 100 年のエポック』フレーベル館 

【学習する上での留意点】 身近な子どもの問題をグローバルな視点で捉えようとする態度をもつ。 

3 . テ ー マ 西欧の幼児教育思想 １（19 世紀までの主な思想） 

【学習の目標】 現代の幼児教育観の基礎となっている古典的思想を理解する。 

【学習の内容】 （１）「エミール」の一部から「子どもの発見」の意味することを理解する。  

（２）「人間の教育」の一部からフレーベルの思想の特質と幼稚園設立への繋がり、恩物の意義を理解する。  

（３）今日われわれがもっている保育への一般的態度との関連を考察する。 

【キーワード】 ルソー、フレーベル、幼稚園の成立、恩物の意味 遊びの考え方 

【学習の課題】 （１）なぜルソーが子どもの発見者と言われるのか。 

（２）なぜフレーベルは幼稚園を設立したのか。それは今日の幼稚園と同じ役割であったのか。 

（３）教育において恩物を考案する必要性、及び恩物のその後の幼児教育に果たした役割 

【参考文献】  1) 宍戸健夫他編著『保育思想の潮流』栄光教育文化研究所 

        2) 矢野智司著『子どもという思想』多摩川大学出版部 

【学習する上での留意点】 古典と言われる書物に馴染む。 

4 ～ 5 テーマ 西欧の幼児教育思想 ２（19 世紀以降の主な思想と現在の幼児教育） 

【学習の目標】 現代に強い影響を及ぼしている主な幼児教育思想を理解する。 

【学習の内容】 （１）モンテッソーリの思想と教育方法（教具）、教師の役割 

（２）新教育運動の流れ及びデューイの思想と実践 

【キーワード】 子どもの家、敏感期 モンテッソーリ教具 新教育運動、為すによって学ぶ 

【学習の課題】 （１）モンテッソーリの教育観と手法は今日の社会環境下の子どもにとってどのような長所短所が考えられるか。 

（２）デューイの功績のうち現代社会において最も意味のあるものはどのようなことか。 



 

 

【参考文献】  上に同じ 

【学習する上での留意点】 実際にモンテッソーリ教具について調べて具体的に考える。 

6 . テ ー マ 我が国の現代の幼児教育の基礎 １（保育の黎明期） 

【学習の目標】 我が国の幼稚園、保育所の成立過程から、現在の幼稚園、保育所問題のもつ根本的課題を考える。 

【学習の内容】 （１）明治初期の教育政策と幼稚園の成立 

（２）幼稚園の保育内容、普及状況 

（３）保育所の成立過程と普及状況 

【キーワード】 東京女子師範学校附属幼稚園 倉橋惣三 和田実 赤沢鐘美  

【学習の課題】 （１）幼稚園と保育所の性格の違いを歴史的に理解する。 

（２）我が国の子育ての伝統と初期の幼稚園、保育所の社会的役割及び保育内容との関連を考察する。 

【参考文献】  上に同じ 

7 . テ ー マ 我が国の現代の幼児教育の基礎 ２（保育法の展開） 

【学習の目標】 倉橋惣三の保育論を理解し、現在の保育実践への影響と課題を考察する。 

【学習の内容】 倉橋惣三の保育論をテキスト「幼稚園真諦」から学ぶ  

（１）教育の目的と対象 （２）生活へ教育を （３）幼児生活の自己充実 （４）保育案 （５）保育過程 

【キーワード】 児童中心主義 自己充実と充実指導 誘導保育 保育形態 

【学習の課題】 （１）子ども中心の保育の意味を考える。 

（２）倉橋論における保育者の役割を理解する。 

（３）現在の保育の実際と倉橋の考えている保育の実際との隔たりについて考察する。 

【参考文献】  倉橋惣三『育ての心(上)(下)』フレーベル新書 

【学習する上での留意点】 倉橋の発想理解に際しては昭和時代前半の生活的な背景についても考える。 

8～10.テーマ 我が国の現代の幼児教育の思想１（子ども中心の保育） 

【学習の目標】 倉橋の保育論から現代の保育論、特に津守真の保育論への繋がりを学ぶ。 

【学習の内容】 テキスト「保育者の地平」1 章から 3 章までを通して次の理解を深める。 

（１）子どもの諸能力の基礎とされている「存在感」「能動性」「相互性」「自我」が生れる過程を理解する。  

（２）保育の展開を支える子どもと保育者のつながり方 

【キーワード】 存在感 能動性 相互性 自我 子どもの世界 保育者の自己実現と子どもの自己実現 

【学習の課題】 （１）「子どもの世界を生きる」ことが保育者の要件であるわけを理解する。 

（２）「今を充実させる」ことと「発達を促す」との間をどう考えるか。 

（３）子ども個々の活動テーマを理解することの重要性を考察する 

【参考文献】  津守真『子どもの世界をどうみるか』ＮＨＫブックス 

【学習する上での留意点】 具体的な事例を生き生きと感じると共に行為の意味を汲み取るようにする。 

11.  テーマ 我が国の現代の幼児教育の思想２（子どもの内面理解） 

【学習の目標】 津守の保育論における保育の基本理念を理解し、現代の一般的教育観と比較する。 

【学習の内容】 （１）保育の中の「発達」の考え方 （２）保育の状況性 （３）表現としての理解 

（４）遊びの重要性 （５）保育者の成長 

【キーワード】 保育の知 表現としての理解 身体的行為・知的行為としての保育  

【学習の課題】 （１）「発達」を異なる視点（外的、内的、保育的関係で）考える。 

（２）遊びの内側にあるもの、行為の意味を例をあげて解釈する。 

（３）真の関係（「なる」関係）の真意を理解する。 

（４）津守の保育実践を能力開発的立場からはどうみるか考察する。 

【参考文献】  上に同じ 

【学習する上での留意点】 早期幼児教育論の発想との違いを十分考える。 

1 2 . テ ー マ 現在の幼児教育の当面する課題 （子どもの生活経験、発達状況への対応） 

【学習の目標】 現代の子どもの発達的課題に対する集団保育の役割を考察する。 

【学習の内容】 （１）集団保育における保育者と子どもの関係(特に、今の子どもの育ちを踏まえて保育的関係体験の重要性)  

（２）仲間関係との関わりの体験の重要性 

（３）生活経験、生活習慣形成の場としての幼稚園、保育所  

【キーワード】 集団生活への適応 生活習慣の自立 遊びにおける自己表現 保育者との信頼関係 

【学習の課題】 （１）集団に入りにくい子どもに対する保育者の役割や子ども同士の関係を深めるための配慮を考える 

（２）発達や生活経験に偏りのある子どもの集団への適応の過程、援助のしかたを考える 

【参考文献】  1) 大宮勇雄『保育の質を高める』ひとなる書房 

        2) バーバラ・ロゴフ『文化的営みとしての発達』新曜社 

【学習する上での留意点】 子どもの育ちを個人と社会、集団との両面から捉え、その相互影響を考える 

1 3 テ ー マ 義務教育の基礎としての幼児教育 

【学習の目標】 これまでの授業内容を基礎として、生活の中で積み上げる保育、系統的な教育課程による学習を行う小学校以上の

教育との目的及び方法上の違いを踏まえ、幼児期に育てておくべきこととその後の教育との接続のあり方を考察す
る。 

【学習の内容】 （１）現在幼小の連携問題の所在 

（２）子どもの育ち、環境、経験からの課題 

（３）教育目的内容方法上からの課題 

（４）課題解決のための保育実践上の専門的方策 

【キーワード】 義務教育の基礎としての児期の発達  幼小連携・接続  専門機関の連携  保育の専門性 

【学習の課題】 （１）幼児の教育と小学校教育の目的の違いと教育法との関連を理解する。 

（２）現在行われている幼小連携の実践法とその理念、効果を考える。 

（３）真に義務教育の基礎となっているものは何かを考える。 

（４）幼児期の専門的な教育者の力量の育成を考える 

【参考文献】  １) ドナルド・ショーン『専門家の知恵』ゆるみ出版 

【学習する上での留意点】人間形成や発達の基礎、適応や学習効果、それぞれについて深く考え、子どもの立場で幼児教育を考える 



 

 

課題研究１ 

課題研究テーマ：「現在の幼児教育が当面する課題」 第 12 回授業内容の 3 点（保育者と子どもの関係、仲間との
かかわり、生活経験）のいずれかを選択して論じる。（参考文献、資料などを用いること） 

レポート形式：A4 用紙 2 枚程度（1500～2000 字程度） 

実施時期：第 7 回授業終了後 

提出期限：第 11 回授業時に提出。12 回授業時に討論資料として用い、指導する。 

事後学習：我が国の幼児教育思想と教育実践上の整合性について考察し、幼児教育の実態からの問題点をまとめる。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：「義務教育の基礎としての幼児の教育とは」第 13 回授業内容の 4 点（幼少連携問題の所在、子ど
もの経験・環境・経験からの課題。教育目的・方法・内容上の課題。課題経穴のための専門的方策）のいずれかを
選択して論じる。 

レポート形式：A4 用紙 2 枚程度（1500～2000 字程度） 

実施時期：第 11 回授業終了後 

提出期限：第 12 回授業時に提出。13 回授業時に討論資料として用い、指導する。 

事後学習：乳幼児期からの教育の一貫性が強調される中で、幼児期の教育の役割、在り方についての視点を理解す
る。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 幼児教育実践演習（2 単位） 

３．科目番号 

 

SJMP6312 

 ２．授業担当教員 関口 はつ江  

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
S 

７．講義概要 

幼稚園、保育所等における実践に関する論文講読、および保育現場への参加観察等を通して、複雑な実

践状況を的確に把握し、課題等を発見し、改善への方策を考える力を養う。保育の具体的保育状況の展開
過程分析、子どもと保育者との関係や内面の理解とを演習形式で学ぶ。 

授業参加者の基礎体験、保育についての知識の量に幅があることが予想される。保育を取り巻く現実的

問題を導入として、現在の保育実践法の理解へと進める。授業の進行状況に合わせて、柔軟な進行を考え
ている。なお、本科目名は「幼児教育実践演習」であるが、本講では保育や子どもを用いることもある。 

授業は学生が交代でレポーターの役割をとって話題提供をする方法をとる。 

８．学習目標 

１ 幼児の生活と経験の基本的特質の理解を深める。 

２ 実践とは何か、幼児教育実践の特質理解を深める。 

３ 現在の、多様な幼児教育実践法の違い、実践上の課題を理解する。、 

４ 文献（実践に関する論文等）からの読み取りと実践現場における読み取りの両方を目指す。 

５ 実践状況を分析的にとらえる力を養う。 

６ 実践を捉える視点をもち、的確に評価できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

１ 子どもの生活実態、幼児教育の社会的位置づけや理解、保護者の意識期待等今日的課題を考察してレ
ポートする。（レポートの書き方、資料等については初回の授業にて伝える） 

２ 幼稚園、保育園、認定子ども園のいずれかを観察し、または資料によって生活の実践記録を研究し、
保育実践法、子どもの生活実態、保育上の課題をレポートする。 

  （観察園、資料、記録のとり方、分析、まとめ方は事前に打ち合わせる） 

最終レポート 

３ 多様な保育実践法（縦割り保育、チィーム保育、オープンエデュケーション、野外保育、モンテッソ
ーリ法、才能教育その他）の１，2 の例を選択し、保育見学または資料を通して、その実践が目指して

いること（理念）とその実践状況、教育効果の関連分析をし、レポートする。 

（観察園、資料収集等については事前に打ち合わせる） 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 特に指定なし 

基本的なものは授業毎に提示している。示されたもの中から選択して講読のこと。重要な部
分は印刷して事前に配布する予定。授業進行に合わせて、最近発表された論文数編を紹介し、
授業教材または参考資料として扱う。 

【参考文献】「子ども学」vol  1 （保育の質を問う、子ども文化の創造）萌文書林 2013 

      「子ども学」vol 7 (子ども学研究への提言、子どもと環境、保育記録) 2019 

       

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 
 １論文の研究目的、方法、結果、考察の関連の理解ができ、要点をまとめることができるか 

 ２我が国の保育制度、保育の実践実態についての知識、理解の習得と共に自分なりの見方ができるか 
 ３現場の観察記録と保育に潰えの考察ができるか 
○評定の方法 

日常の授業態度（発言、出席状況）４０％ 
レポ－ト（3回） ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

幼児教育の理論や実践について、時代の流れや識者の意見にとらわれずに、真に「実際に即して」「子ど

もを通して」考える姿勢を大切にします。また、論文を丁寧に読み、論文作成法を学ぶと共に、率直に疑
問を持ち、課題を発見するようにして下さい。 

授業では、わからないこと、しらないことを自由の出し合える雰囲気を大事にしたいと思います。 

13．オフィスアワー 時間割が決められてから、指定します 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ～ 2 . テーマ 幼児教育実践の今日的課題１ －社会的背景、制度的側面― 

【学習の目標】 現在わが国の幼児教育を取り巻く社会的背景を理解する 

幼児教育の学校教育、家庭教育、社会教育における位置づけ、社会的ニーズについて理解し、理念と現実、親の期
待と子どもの実態間のずれ等現実的問題を考察する、 

【学習の内容】 幼稚園、保育所、子ども園等における子どもの生活、保育内容、幼児教育への期待等今日的課題をレポートし、問

題の所在を討論する 

【キーワード】 幼児教育の目的、学校教育としての幼稚園、義務教育の基礎 幼児の生活実態 社会・家庭のニーズ 

【学習の課題】 生涯発達の過程としての幼児期に教育されるべきことはなにかを、学校教育としての幼児教育、および家庭・地域

の教育の補完としての視点から探る。 

【参考文献】  教育基本法 学校教育法、幼稚園教育要領、 

  佐藤・広田編著『変貌する教育学』世織書房 

加藤繁美『早期教育が育てる力、奪うもの』ひとなる書房 1995 

パトリシア．チャーランド『脳が作る倫理』化学同人 2013 

【学習する上での留意点】 当たり前とされている幼児教育実践を取り巻く環境ついて、改めてその状況を捉えなおし、実践が環境

条件と深く関わっていることを考える。 

3 ～ 4 テーマ 幼児教育実践の今日的課題２ ―子どもの生活実態と発達、― 

【学習の目標】 現代という生活環境と子どもの育ち方から幼児教育のあり方を考える、 

【学習の内容】 現代人の暮らし方の子どもの発達への影響を、幼児らしさ、幼児にふさわしい生活の保障内容について理解する、 

【キーワード】 都市化 効率主義 生涯発達における幼児期の意味 幼児の発達的特性 子どもの自己形成空間 

【学習の課題】 保育と教育・養護の関連を明確にし、幼児期に必要な体験を確認する、 

【参考文献】  渡部信一『ロボット化する子どもたち―学びの認知科学』大修館書店  



 

 

高橋勝『経験のメタモルフォーゼー自己形成の教育人間学―』勁草書房 

【学習する上での留意点】 現代社会が幼児期の自発的、主体的な発達環境としてどのような特徴を持っているのか、常識的一般論
にとらわれずに客観的、実証的に考える。 

5～６ .テーマ 幼児教育実践の今日的課題３ ―保育施設内の課題― 

【学習の目標】 わが国の施設保育（幼稚園、保育所、認定子ども園）３施設が実施されていることの必要性と問題点を考察する 

【学習の内容】 幼稚園、保育園、認定子ども園のいずれかを訪問、または生活の実態記録を研究し、子どもの一日の生活実態の比

較、保育上の課題のレポートを作成報告し、討論する 

【キーワード】 教育課程、保育課程、生活日課、生活習慣形成、保育者と幼児の関係 

【参考文献】  「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」他、 

幼稚園、保育所に関する法律、条令 等 

 

【学習する上での留意点】 子どもの生活や人間関係がどのように展開しているのか、実際に即して子どもの身になって考える。環

境に規定される子どもの立場と、子どもがそれにどう適応しようとしているかを考える。 

７～９テーマ 幼児教育実践研究１ 

【学習の目標】 倉橋惣三の保育論、状況的学習論、系統的教育の有効性を考える 

【学習の内容】 幼児が充実する、生活の中で学ぶ、環境を通しての保育等の意味を、保育実践（保育者の行為）との関係で考える。
保育実践ビデオについての討論を含める。論文講読。 

【キーワード】 自己充実 充実指導 生活と学習  発達経験 

【学習の課題】 幼児の発達経験、幼児の主体的学びとは、それはどのように保育者に支えられているのか、その過程を理解する。 

【参考文献】  倉橋惣三『保育法真諦』フレーベル館 

ジーン・レイブ他『状況に埋め込まれた学習』産業図書 

津守真『保育者の地平』ミネルヴァ書房 

田中まさ子『幼児教育方法史研究』風間書房 

【学習する上での留意点】 保育は「子どもと保育者のかかわりである」ことを踏まえる。子どもが体験していること、そこで起こ
っていることを、実感を持って感じ取る 

1 0 ． テ ー マ 幼児教育実践研究２ ―保育的関係形成と省察― 

【学習の目標】 保育者は、実践主体者としてどのようにして幼児と関係を結び、保育を展開するか、自分の保育の振り返り、他者
との共有、その過程と困難さ等を理解する。 

【学習の内容】 保育（幼児教育）は保育者と幼児の保育的関係の形成が基底にあること、幼児の行動を保育者に向けられた表現と
捉え、どのようにして活動をささえ、充実・発展をはかるか。保育者個々の体験をどのように共有するか等につい
て考察、討論する。論文講読。 

【キーワード】 保育行為 保育者と幼児の相互作用 幼児の行為の解釈 保育の省察  

【学習の課題】 保育的な関係形成はどのようになされるのか、教育、養育との違いを具体的に把握する。その際に、自分の体験（日
常的な体験も含めて）を必ずレポートする。 

【参考文献】  津守真『保育の体験と思索』大日本図書  

【学習する上での留意点】 概念的な言葉を自分の言葉で吟味、説明し、実感として受け止め、討論するようにする 

1 1 . テ ー マ 幼児教育実践研究３ （相互主体性とエピソード記録） 

【学習の目標】 保育における保育者・幼児の関係を相互主低的な関係とする理論の理解 

【学習の内容】 保育における保育者と幼児の関係を相互主体的関係とする立場からの具体事例を考察し、エピソード記録の書き方

を理解する。論文講読。 

【キーワード】 相互主体性 間主観性 エピソード記録、観察記録 

【学習の課題】 保育過程の体験の仕方、「エピソード」の意味、観察者記録と保育者記録の違い等を扱う。事前にエピソード記録

を読み、実践者の認識の仕方、他の記録との関連を考察する。 

【参考文献】  鯨岡峻『ひとがひとをわかるということ 間主観性と相互主体性』ミネルヴァ書房 

マイケル・ブブア他『質的研究法キーワード』金子書房 

        鯨岡峻『エピソード記述入門』東京大学出版会 

        鯨岡峻・鯨岡和子『エピソード記述で保育を描く』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】 概念的な言葉を自分の言葉で吟味説明し、実感として受け止め討論するようにする 

12～13 テーマ 幼児教育実践研究４―幼児教育実践の評価― 

【学習の目標】 現在実践されている多様な保育の根拠及び、今期待されている「生きる力の基礎」となる保育実践の根本は何かを
踏まえて、保育実践を的確に評価する観点を把握する。 

【学習の内容】 多様な保育実践法（縦割り保育、チィーム保育、オープンエデュケーション、野外保育、モンテッソーリ法、才能
教育その他）のいくつかを選択し、保育見学または資料を通して、その実践がめざしていること（理念）とその結
果を捉え、実践の意味を考える。保育は制度的・社会的・政治的・経営的要請、創設者の理念、実践者の力量等、

多くの条件下におかれている。「個々の幼児の生活の充足と育ちの保障」との根本を踏まえて、純粋に「幼児のた
めの保育実践」を考える。 

【キーワード】 幼児の発達保障、教育・保育課程と実践法、保育実践の倫理 

【学習の課題】 授業参加者が、身近な保育実践または関心や課題性を感じる保育実践１例を詳細にレポートし、討論を通して評価
しあう。レポート内容、期日は事前に打ち合わせる。        

【参考文献】  久富陽子、梅田優子『保育方法の実践的理解』萌文書林 

        ピーター・シンガー 山内他訳『実践の倫理』 

（第 2 章平等とその意味するもの）第 12 章（なぜ道徳的に行為するのか）昭和堂 

【学習する上での留意点】 自分なりの「保育実践を見る目」を確かにするために、互いの意見を尊重しつつ、主観や先入観にとら

われずに充分納得いく議論をするようにする。 

課題研究１ 

課題研究テーマ： 異なる園種（幼稚園、保育園、こども園）の子どもの生活リズム、生活体験の比較を行い（で
きるだけ実際の事例によること）、保育上の課題と配慮点を考察する。 

レポート形式：A４用紙 2～3 枚程度。形式自由。 

実施時期：第 2 回授業終了後 

提出期限：第 5 回授業時に提出、添削後第 6 回授業時に返却、討論資料とする。 

事後学習：施設の違いが子どもに与える影響の可能性と保育の専門家の役割をまとめる。 



 

 

課題研究２ 

課題研究テーマ：明確な保育目標と方法のもとの保育を行っている保育施設の実践例について、訪問観察または面
接調査実態を捉えによって、理念の具体化について考察する。関連論文から考察の視点を学ぶ。 

レポート形式：観察（面接）記録、考察を記録する。形式、分量自由。 

実施時期：第 6 回授業終了後 

提出期限：第 12 回授業時に提出、添削後 13 回授業時に返却。多様な保育実践の保育効果についての討論資料とす
る。 

事後学習：多様な保育目標の実現のための保育者の専門的能力の要点についてまとめる。 

 

 


