
 

 

１．科目名（単位数） 教育学総論 （2 単位） 池袋 

３．科目番号 

 

EDMP5101 

 ２．授業担当教員 高橋 勝・鈴木 路子・柳本 雄次・坂井 二郎・片岡 浩 

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 
修士課程における必修科目 

７．講義概要 

本教育学研究科修士課程では、複雑化する現代社会における人間形成の諸課題を、子どもから高齢者まで

の自己形成と生涯発達の視点から深く捉え直す「総合的な人間教育学」を基盤にして研究する。 

本講義では、多角的な視点から「人間とは何か」「教育とは何か」「文化とは何か」という本質的な問いに

取り組むとともに、教育現場が抱える複雑で多様な課題の解決に向けた専門的知見について理解を深める

ことが目的である。そこで、教育学領域を中心とした人間関係諸科学の専門的知見について理解を深める

ために、教育学領域、子ども支援領域・多文化共生領域の各学問領域の専門性を有した研究者らがオムニ

バス形式で講義・実践演習を行うことにより、今日の教育的課題を多角的かつ柔軟に捉え直す思考力・想

像力と領域横断的な研究能力を養うことを目指す。 

 

［オムニバス方式／全 15 回］ 

（高橋勝 3 回) ----------------------------------------------------------------------------- 

本講義では、「子どもの発見」とその「発達」保障から出発した近代教育学のフレームを、現代の臨床教育

人間学から問い直す作業を行う。後発型近代化を終えた定常型社会では、「教育」の前に、「学び」と「意

味深い生」が重視され、子どもだけでなく、若者、大人、高齢者も「自ら学ぶヒト」（ホモ・ディスケンス）

である。向上志向の「発達」だけでなく、日常の生の不安や危機、老い、死の問題までも視野に入れた、

より包括的な人間理解と、それに寄り添う臨床的な教育学の構築が求められる。受講生と共に、新たな人

間理解と斬新な教育イメージを探索する。（1 回分は課題レポート作成）  

（鈴木路子 3 回) ----------------------------------------------------------------------------- 

地球規模で変化する社会環境の中にあって、「日々の暮らし」から、生態系の 変容まで、見越した「人類

の文化」「共生・共存」「環境保全」「技術開発」 「人の生き方」「生きる力」に至る複合された課題に取り

組める専門性としての「臨床の知」を院生と共に構築していくことを目指す。 

（柳本雄二 3 回）-------------------------------------------------------------------------- 

インクルーシブ教育への国際的動向を背景に、障害児教育の理念・制度・実態を歴史的及び比較教育的視

点から学ぶことにより、今日的課題の解決のための知識・能力を培う。 

（坂井二郎 3 回）--------------------------------------------------------------------------- 

グローバル化の進行する日本の教育現場おける異文化理解の意義と課題を多角的に検討し、問題解決に向

けた考察を試みる。（1 回分は課題レポート作成） 

（片岡浩 3 回) ----------------------------------------------------------------------------- 

教育学の中で芸術や文化にかかわる研究をする際の、教材開発の視点や表現方法を学び、研究の視野を広

げる。また、五感を活用した先入観にとらわれない表現について体験的に学ぶ。 

８．学習目標 

［全体的な学習目標］ 

1. 対話・実践演習を通して、「総合的な人間教育学」について深く考え、多角的な視点から理解すること。 

2. 教育現場が抱える複雑で多様な課題の解決に向けた専門的知見を学び、自らの研究に役立てること。 

3. 今日の教育的課題を多角的かつ柔軟に捉え直す思考力・想像力と領域横断的な研究能力の基礎を身につ

けること。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各担当教員が課すレポート課題を提出すること。 

（高橋勝)800 字程度で記述する小レポートを、毎回、課題として出す。 

（鈴木路子)人間と環境との接点としての皮膚表面温度の適応生理学的、教育学的意義について考察せよ。 

（柳本）障害児教育の史的展開(特殊教育―特別支援教育)とインクルーシブ教育との関連性について自分の

考えを述べる。 

（坂井）グローバル時代の教育現場における異文化理解に付随する課題について複眼的にまとめること 

（片岡）教育学の中で芸術や表現に関わる研究をする際のアプローチの仕方について学んだことをまとめ

ること 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

・鈴木路子『人間環境教育学』、建帛社 

【参考書】 

・中村雄二郎『臨床の知とは何か』岩波書店、1992 年。 

・池田理知子編著『よくわかる異文化コミュニケーション』ミネルヴァ書房 

・森実・多様性教育ネットワーク『多様性教育入門』解放出版社 

・飯野厚・岡秀夫著『グローバル時代の英語教育―新しい英語科教育法』大修館書房 

・高橋勝『子どもが生きられる空間――生・経験・意味生成』東信堂、2014 年。 

・臨床教育人間学会編『他者に臨む知―—臨床教育人間学研究 １』世織書房、2004 年。    

・M.J.ランゲフェルト・H.ダンナー（山崎高哉監訳）『意味への教育――学的方法論と人間学的基礎』玉川

大学出版部、1989 年。 

・臨床教育人間学会編『生きること―— 臨床教育人間学研究 ３』東信堂、2008 年 

・柳本雄次・河合康編『特別支援教育(第３版)』福村出版、2019 年 

【教材】 

・臨床美術プログラム（片岡／配布） 



 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

【評価の規準】 

1. 「総合的な人間教育学」について深く考え、多角的な視点から理解することができたか。 

2. 教育現場が抱える複雑で多様な課題の解決に向けた専門的知見を学び、自らの研究に役立てることがで

きたか。 

3. 今日の教育的課題を多角的かつ柔軟に捉え直す思考力・想像力と領域横断的な研究能力の基礎を身につ

けることができたか。 

【評価方法】 

出席状況及び授業態度（40％）、レポート課題（60％）として、総合的に評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

これからの研究者には、既存の学問分野に閉じ込もるのではなく、多様な学問分野に関心を有し、既存の

枠組みに囚われない見方・考え方をしながら、自らの研究活動を行っていく力が求められている。 

将来、教員や研究者を目指す受講生には、このような幅広い広い臨床知・実践知としての「総合的な人間

教育学」を基盤とした高い専門性と創造性が求められていることを自覚し、講義・対話・実践演習をとお

して、自らの資質・能力の向上に努めてほしい。 

13．オフィスアワー 

高橋勝：授業中に連絡する。 

鈴木路子：初回授業で通知する。 

柳本：講義内で通知する。 

坂井：初回授業時に通知する。 

片岡：講義内で通知する。 

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 オリエンテーション ―― いま、なぜ臨床教育学なのか (高橋勝) 

【学習の目標】臨床教育学という学問の対象と方法を理解させる。 

【学習の内容】授業全体の概要と流れを説明した後で、いま臨床教育学が求められる社会的背景を詳しく説明する。 

【キーワード】臨床教育学、臨床教育人間学、発達と生成、生の危機と再生、受苦的経験、生世界（life-world） 

【学習の課題】臨床教育学にかかわる主要概念を説明できるようにする。  

【参考文献】遠藤野ゆり・大塚類『あたりまえを疑え―――臨床教育学入門』新曜社、2014    、            

【学習する上での留意点】学問は、あたりまえと思われた通念を、内から突破する武器であることを理解できるようにする。 

2 . テ ー マ 「発達」から「生世界」（life-world）へ――人間にアプローチする二つの〈まなざし〉 (高橋勝) 

【学習の目標】「発達」のまなざしと「生世界」のまなざしという 2 つのまなざしの違いを他者に説明できるようにする。 

【学習の内容】近代化の途上では「進歩」、「発達」、「一元的アイデンティティ」が重視され、定常型社会では「日常性」、「生世界」、

「他者」が浮上するという〈まなざし〉の変化を詳細に説明する。 

【キーワード】発達、生世界、日常性、分散するアイデンティティ、生の断片をつなぎ合わせる物語、他者 

【学習の課題】「発達」（規範）から見る子どもと、「生世界」（事実）から見る子どもとは、見え方が異なることが理解できたか。  

【参考文献】鷲田清一『現象学の視線――分散する理性』講談社学術文庫、1997 

            広井良典『定常型社会――新しい「豊かさ」の構想』岩波新書、2001  

【学習する上での留意点】子ども・若者を見る〈まなざし〉は、その人の社会観が無意識に投影されることを理解させる。 

3 ． テ ー マ 従前の障害児教育の分離型の史的展開 (柳本雄次) 

【学習の目標】障害児教育の史的発達の社会的要因と意義を理解する。 

【学習の内容】障害児教育の分離型システムの展開を文献に基づき学び、その意義を考える。 

【キーワード】慈善・博愛、救貧・防貧、障害児施設・障害児学校、分離教育 

【学習の課題】障害児の生活・教育の問題の変容を歴史的に学び、グループディスカッションを行い自分の考えをまとめる。  

【参考文献】 資料配付 

【学習する上での留意点】関係資料を事前に読んでくること。 

4 ． テ ー マ 今日の障害児教育の制度的転換 (柳本雄次) 

【学習の目標】障害児教育システムの理念・制度の転換について理解する。 

【学習の内容】障害児教育の特殊教育(分離教育型)から特別支援教育への移行の背景と実態を学ぶ。 

【キーワード】特殊教育、特別支援教育、特別支援学校、障害理解、特別な教育的ニーズ、 

【学習の課題】日本や諸外国における障害児教育制度の転換の背景を学び、提起された問題をディスカッションして見解をまとめる。  

【参考文献】参考書・資料配付  

【学習する上での留意点】関係文献を読み、まとめる。 

5 . テ ー マ 今後のインクルーシブ教育の展開 (柳本雄次) 

【学習の目標】特別支援教育の目指す共生社会の形成とインクルーシブ教育の目的との異同を理解する。 

【学習の内容】障害児の権利条約への特別支援教育の対応と特別な教育的ニーズ教育としてインクルーシブ教育との関係性を学ぶ。 

【キーワード】特別支援教育、交流及び共同学習、障害者の権利条約、合理的配慮、サラマンカ声明、インクルーシブ教育、 

【学習の課題】インクルーシブ教育とは何か、その歴史と理念について、グループディスカッションにより自分の考えをまとめる。  

【参考文献】玉村公二彦他編『新版特別支援教育 インクルーシブ教育時代の基礎知識』クリエイツかもがわ、2019 年。 

【学習する上での留意点】さまざまな関係用語の概念整理を自ら行うこと。 

6 . テ ー マ 臨床教育学における芸術領域の位置づけと意義について (片岡浩) 

【学習の目標】臨床教育学の中で芸術や文化を研究する意義を考える。 

【学習の内容】文献講読を通して、臨床教育学における芸術領域の位置づけと意義を理解し、それに基づいてディスカッションをす

る。 

【キーワード】臨床教育、芸術、文化、創造 

【学習の課題】文献の内容を整理し、それに基づいてディスカッションを行う。 



 

 

【参考文献】 佐藤学・今井康編『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 

       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 

       資料配布 

【学習する上での留意点】経験や先入観にとらわれない学習の姿勢を望む 

7 . テ ー マ 芸術領域における教材開発の視点 (片岡浩) 

【学習の目標】芸術領域における教材開発の視点を理解し、自らの研究に生かすことができるようにする。 

【学習の内容】造形表現（図画工作・美術）は、幼少期に於いては無意識に楽しめる傾向にあるが、成長とともに「上手い、下手」

にとらわれ苦手意識を抱いていく人が少なからず存在する。しかし、この教科は本来、自分の五感の機能を十分に活

用し、材料の特性を最大限に活かしながら誰もが自由に表現を楽しみ、自己肯定感を呼び起こすという特性と魅力を

備えており、これこそが「美術の持つ力」といえる。この点について体験的理解をはかる。 

【キーワード】教材開発、臨床美術 

【学習の課題】教科の知識や技能に偏らず、五感と素材の特性を活かした表現およびコミュニケーション構築を考えながら、教材開

発を行う視点を身につける。 

【参考資料】 資料配布 

【学習する上での留意点】経験や先入観にとらわれない学習の姿勢を望む 

8 . テ ー マ 芸術領域の表現方法 (片岡浩) 

【学習の目標】芸術領域の表現方法について、技術・形式に頼るのではなく、「なぜ・何を・どのように」表現したいのか、表現す

るのかという核の部分となるコンセプトについて体験的に学び自分自身の研究に生かすことができるようにする。 

【学習の内容】芸術領域の表現方法についての概要を説明する。発想、表現と伝達についてブレインストーミング、グループディス

カッション等をとおして体験的に学ぶ。 

【キーワード】発想、表現方法、プレゼンテーション 

【学習の課題】「コンセプト、技術、素材の特性」の関係性を理解し、自分自身の研究に生かすことができるようにする。 

【参考文献】 資料配布 

【学習する上での留意点】経験や先入観にとらわれない学習の姿勢を望む 

9 . テ ー マ グローバル時代の日本の教育現場における異文化理解の意義１：複眼的枠組みからの考察 (坂井二郎) 

【学習の目標】グローバル化の意味を複眼的に検証し、日本の教育現場への影響を考察する。 

【学習の内容】グローバル化は経済レベルだけではなく、文化レベル、教育レベルなど様々な形で進行している。この多様なレベル

で進行しているグローバル化の実態を功罪を含め、多角的かつ複眼的に考察する。その後、日本の教育現場にグローバル化がもたら

す影響を検証する。 

【キーワード】グローバリゼーション、グローバルヴィレッジ、マーシャルマクルーハン、国際化、文化帝国主義、多言語主義、文

化相対主義 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べておくこと。 

【参考文献】 「よくわかる異文化コミュニケーション」池田理知子編著 

【学習する上での留意点】まずは既存の概念にとらわれず、自分で主体的かつ批判的に考える習慣を養うこと。 

1 0 ． テ ー マ グローバル時代の日本の教育現場における異文化理解の意義２：多様性教育の立場からの考察 (坂井二郎) 

【学習の目標】多様性教育の意味を考察し、日本の教育現場への影響を考察する。 

【学習の内容】グローバル化が進行するとともに、多様性を認知し受容する教育が重要になってくる。この回では、多様性教育の内

容を概観し、日本の教育現場における今後の応用可能性について考察する。 

【キーワード】多様性教育、文化・言語多様性、人権教育、ステレオタイプ・偏見・差別の構造 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べておくこと。 

【参考文献】 「多様性教育入門」森実・大阪多様性教育ネットワーク著 

【学習する上での留意点】既存の概念にとらわれず、自分で主体的かつ批判的に考えることを継続すること。 

1 1 . テ ー マ 
臨床教育学への適応生理学的接近：体温調節能力の発達過程を探る指標としての皮膚表面温度の変化の意義 

（鈴木路子） 

【学習の目標】「人間と環境」の接点としての皮膚表面温度の生理学的意義を臨床教育現象の視点から考える 

【学習の内容】皮膚ぼ延長線上に腸管粘膜が存在する。皮膚粘膜は免疫臓器である事。環境からの刺激を受けて、血管収縮・拡張に

より、体温は調節される。抹消皮膚温の低下上昇が、感覚器として 

【キーワード】皮膚温による調節、自律神経系、免疫臓器、環境刺激―反応系、生理的適応能の発達 

【学習の課題】学習環境としての教室内至適温度を探るー学習意欲の減退と冷暖房―  

【参考文献】鈴木路子「人間環境教育学」家政教育社、販売：建帛社  

【学習する上での留意点】医学生物学としての理解にとどまらず、教育現象との連動した臨床教育学への接近を図る 

1 2 ． テ ー マ 子どもの発達課題としての疾病罹患傾向、年齢的消長―体質傾向―環境刺激（鈴木路子） 

【学習の目標】脳神経系・自律神経系・免疫系・内分泌系等の生理学的調節機能の発達は、学校教育現場での子ども理解に重要な意

味を持つ。いわゆる教育生理学的理解の教育的意義を十分に理解し、積極的刺激―学習課題の存在に気付く。 

【学習の内容】心理学的にみた発達課題、教育学的に見た発達課題（学習課題）を成長過程と連動させて理解を深める。 

【キーワード】生理心理学的アプローチ、学習意欲、学習課題、空気・水・温熱環境と子どもの発達との相互作用、生体リズム、同

調・脱同調 

【学習の課題】 子どもの学習意欲、生きる力等、生命の営み方を十分に理解した上での臨床教育学であることを認識する 

【参考文献】 鈴木路子「人間環境教育学」家政教育社、販売：建帛社 

【学習する上での留意点】医学生物学的理解にとどまらず、教育現象への生理学的理解から、臨床教育学への接近を図る。 

1 3 . テ ー マ 5 人の教育専門家からの講義をまとめ、臨床教育学的思考力を深め、文章化を試みる。（鈴木路子） 

【学習の目標】多様な専門性の存在を知る。これから研究して行こうと予定している修士論文への専門的立場からの融合を図る。 



 

 

【学習の内容】脳神経系の発達過程として、 

【キーワード】教育人間学、教育哲学、異分野理解教育、感性教育、学習環境の至適性、脳神経系、免疫系、 

【学習の課題】自らの研究課題を発見し、5 人の教員の専門性との連携を図る。  

【参考文献】提示された各教員による参考文献を読み、精査し、融合を図る、  

【学習する上での留意点】それぞれの教員の専門性を整理し、各自の研究課題との融合を図る。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 2 回の講義内容を踏まえて、「子ども・若者の生世界を理解する方法」について調べ、

レポートにまとめなさい。(高橋勝教授 担当) 

レポート形式：A4 用紙、横書き 1 枚（1200 字程度） 

提出期限：第 3 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換等を、第 4 回授業終了後に教室または研究室で行う。 

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、意見交換等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：第 9 回～第 10 回の講義内容を踏まえて、「グローバル時代の英語教育における異文化理解の意義」
について調べ、レポートにまとめなさい。(坂井二郎教授 担当) 

レポート形式：A4 用紙、横書き 1 枚（1200 字程度） 

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、意見交換等を、第 12 回授業終了後に教室または研究室で行う。 

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、意見交換等を通して学んだことをまとめる。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教育学総論 （2 単位） 名古屋 

３．科目番号 

 

EDMP5101 

 ２．授業担当教員 高橋 勝・鈴木 路子・下出 美智子・内藤 伊都子・石﨑 達也 

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 
修士課程における必修科目 

７．講義概要 

本教育学研究科修士課程では、複雑化する現代社会における人間形成の諸課題を、子どもから高齢者まで

の自己形成と生涯発達の視点から深く捉え直す「総合的な人間教育学」を基盤にして研究する。 

本講義では、多角的な視点から「人間とは何か」「教育とは何か」「文化とは何か」という本質的な問いに

取り組むとともに、教育現場が抱える複雑で多様な課題の解決に向けた専門的知見について理解を深める

ことが目的である。そこで、教育学領域を中心とした人間関係諸科学の専門的知見について理解を深める

ために、教育学領域、子ども支援領域・多文化共生領域の各学問領域の専門性を有した研究者らがオムニ

バス形式で講義・実践演習を行うことにより、今日の教育的課題を多角的かつ柔軟に捉え直す思考力・想

像力と領域横断的な研究能力を養うことを目指す。 

 

［オムニバス方式／全 15 回］ 

（高橋勝 3 回) ----------------------------------------------------------------------------- 

講義では、「子どもの発見」とその「発達」保障から出発した近代教育学のフレームを、現代の臨床教育人

間学から問い直す作業を行う。後発型近代化を終えた定常型社会では、「教育」の前に、「学び」と「意味

深い生」が重視され、子どもだけでなく、若者、大人、高齢者も「自ら学ぶヒト」（ホモ・ディスケンス）

である。向上志向の「発達」だけでなく、日常の生の不安や危機、老い、死の問題までも視野に入れた、

より包括的な人間理解と、それに寄り添う臨床的な教育学の構築が求められる。受講生と共に、新たな人

間理解と斬新な教育イメージを探索する。 

（鈴木路子 3 回) ----------------------------------------------------------------------------- 

地球規模で変化する社会環境の中にあって、「日々の暮らし」から、生態系の 変容まで、見越した「人類

の文化」「共生・共存」「環境保全」「技術開発」 「人の生き方」「生きる力」に至る複合された課題に取り

組める専門性としての「臨床の知」を院生と共に構築していくことを目指す。（1 回分は課題レポート作成） 

（下出 美智子 3 回）-------------------------------------------------------------------------- 

グローバル化が進む現代、諸外国の教育比較を行うことは、異文化理解や様々な教育課題の解決に向けて

重要な意味を持つ。本講義では人間形成の基礎となる「幼児教育」に焦点をあて、先ずは我が国の教育に

ついて理論と実践の両者から理解を深め、その上で、受講者（留学生等）各自の国との教育比較を行う。

この取り組みを通して、より良い幼児教育のあり方について考えを深めていく。（1 回分は課題レポート作

成） 

（内藤 伊都子 3 回）--------------------------------------------------------------------------- 

グローバル時代の日本の教育場面では、どのような対人関係が形成されその関係間ではどのようなコミュ

ニケーション事象が展開されているのか、またそこにはどのような課題が存在し取り組まれているのか。

本講義では、状況的にも対人的にも多様化する日本の教育環境において、文化的影響や対人間のコミュニ

ケーションの実際などについて解説していく。 

（石﨑 達也 3 回) ----------------------------------------------------------------------------- 

〈今日〉の教育的事象を捉え直し、教育の〈未来〉について考えるためには、〈過去〉の思想家たちの書

物を歴史的な文脈や状況から丁寧に読み直すことが手がかりとなる。本講義では人間理解を深めるための

方法としての人物・思想研究の意義・方法について解説し、実践をとおして文献研究の基礎的素養を磨く

機会を提供する。 

８．学習目標 

［全体的な学習目標］ 

1. 対話・実践演習を通して、「総合的な人間教育学」について深く考え、多角的な視点から理解すること。 

2. 教育現場が抱える複雑で多様な課題の解決に向けた専門的知見を学び、自らの研究に役立てること。 

3. 今日の教育的課題を多角的かつ柔軟に捉え直す思考力・想像力と領域横断的な研究能力の基礎を身につ

けること。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各担当教員が課すレポート課題を提出すること。 

（高橋勝 3 回) 800 字程度で記述する小レポートを、毎回、課題として出す。 

（鈴木路子)人間と環境との接点としての皮膚表面温度の適応生理学的、教育学的意義について考察せよ。 

（石﨑 達也）各自の研究テーマに関連する人物・思想について考察したレポートの提出を求める。詳細は

講義の中で指示する。 

（内藤 伊都子）指定した文献を講読し、講義内容を踏まえてレポートを作成する。詳細は講義の中で指示

する。 

（下出 美智子）指定した文献を事前に購読し、基本的事項について理解しておく。事後に講義内容に応じ

たレポートを作成する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

・鈴木路子『人間環境教育学』、建帛社 

【参考書】 

・齋藤孝『日本を教育した人々』筑摩書房、2007 年。 

・中村雄二郎『臨床の知とは何か』岩波書店、1992 年。 

・幼稚園教育要領 

・高橋勝『子どもが生きられる空間――生・経験・意味生成』東信堂、2014 年。 

・臨床教育人間学会編『他者に臨む知―—臨床教育人間学研究 １』世織書房、2004 年。 



 

 

・M.J.ランゲフェルト・H.ダンナー（山崎高哉監訳）『意味への教育――学的方法論と人間学的基礎』玉

川大学出版部、1989 年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

【評価の規準】 

1. 「総合的な人間教育学」について深く考え、多角的な視点から理解することができたか。 

2. 教育現場が抱える複雑で多様な課題の解決に向けた専門的知見を学び、自らの研究に役立てることがで

きたか。 

3. 今日の教育的課題を多角的かつ柔軟に捉え直す思考力・想像力と領域横断的な研究能力の基礎を身につ

けることができたか。 

【評価方法】 

出席状況及び授業態度（40％）、レポート課題（60％）として、総合的に評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

これからの研究者には、既存の学問分野に閉じ込もるのではなく、多様な学問分野に関心を有し、既存の

枠組みに囚われない見方・考え方をしながら、自らの研究活動を行っていく力が求められている。 

将来、教員や研究者を目指す受講生には、このような幅広い広い臨床知・実践知としての「総合的な人間

教育学」を基盤とした高い専門性と創造性が求められていることを自覚し、講義・対話・実践演習をとお

して、自らの資質・能力の向上に努めてほしい。 

13．オフィスアワー 

高橋勝：授業中に連絡する。 

鈴木路子：初回授業で通知する。 

下出：事前に連絡を取って下さい（mishimod＠ed.tokyo-fukushi.ac.jp）。 

内藤：授業内で通知する。事前に連絡を入れてください（itnaito@ed.tokyo-fukushi.ac.jp）。 

石﨑：事前に連絡を入れてください（taishiza＠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 オリエンテーション ―― いま、なぜ臨床教育学なのか (高橋勝) 

【学習の目標】臨床教育学という学問の対象と方法を理解させる。 

【学習の内容】授業全体の概要と流れを説明した後で、いま臨床教育学が求められる社会的背景を詳しく説明する。 

【キーワード】臨床教育学、臨床教育人間学、発達と生成、生の危機と再生、受苦的経験、生世界（life-world） 

【学習の課題】臨床教育学にかかわる主要概念を説明できるようにする。  

【参考文献】遠藤野ゆり・大塚類『あたりまえを疑え―――臨床教育学入門』新曜社、2014                

【学習する上での留意点】学問は、あたりまえと思われた通念を、内から突破する武器であることを理解できるようにする。 

2 . テ ー マ 「発達」から「生世界」（life-world）へ――人間にアプローチする二つの〈まなざし〉 (高橋勝) 

【学習の目標】「発達」のまなざしと「生世界」のまなざしという 2 つのまなざしの違いを他者に説明できるようにする。 

【学習の内容】近代化の途上では「進歩」、「発達」、「一元的アイデンティティ」が重視され、定常型社会では「日常性」、「生世界」、

「他者」が浮上するという〈まなざし〉の変化を詳細に説明する。 

【キーワード】発達、生世界、日常性、分散するアイデンティティ、生の断片をつなぎ合わせる物語、他者 

【学習の課題】「発達」（規範）から見る子どもと、「生世界」（事実）から見る子どもとは、見え方が異なることが理解できたか。  

【参考文献】鷲田清一『現象学の視線――分散する理性』講談社学術文庫、1997 

            広井良典『定常型社会――新しい「豊かさ」の構想』岩波新書、2001  

【学習する上での留意点】子ども・若者を見る〈まなざし〉は、その人の社会観が無意識に投影されることを理解させる。 

3 ． テ ー マ 子ども・若者の「生世界」を理解する (高橋勝) 

【学習の目標】子ども・若者の「生世界」を、参加観察で理解する方法が理解できるようにする。 

【学習の内容】子ども・若者の生世界を理解するには、「教育」という規範の〈まなざし〉で見ることを一旦中断（エポケー）する

必要があることを理解させる。 

【キーワード】子ども、若者、生世界、物語の共有、ナラティヴ、関係性、参加観察 

【学習の課題】人間を理解するということの難しさが実感できるようにする。  

【参考文献】 高橋勝『子どもが生きられる空間――生・経験・意味生成』東信堂、2014 

【学習する上での留意点】個性や適性等のコトバで、子どもを安易に評価したり、割り切って見ることの問題点が理解できたか。 

4 ． テ ー マ 我が国の幼稚園教育の現状 (下出美智子) 

【学習の目標】我が国の「幼稚園教育要領」の購読、及び幼児の「表現遊び」の分析を通して、幼児教育についての理解を深める。 

【学習の内容】幼稚園教育要領の説明と表現遊びの分析 

【キーワード】幼稚園教育要領、表現遊び、実践分析 

【学習の課題】幼稚園教育の「ねらい」及び「内容」の理解が出来る。 

幼児の表現遊びの分析を通して、表現の様相等の考察ができる。 

【参考文献】 幼稚園教育要領、DVD《幼児の表現―絵本『卵の赤ちゃん』で遊ぼう》 

【学習する上での留意点】事前に参考文献を読み学習内容について理解しておくこと。 

5.テーマ 異文化における幼稚園教育の比較 (下出美智子) 

【学習の目標】日本の教育と各自（留学生等）の国の教育比較を行い、より良い幼児教育のあり方について考える。 

【学習の内容】幼稚園教育の比較・検討 

【キーワード】幼稚園、他文化、比較・検討 

【学習の課題】活動を通して比較し、自分の考えが発表出来る。  

【参考文献】 適宜配布する。 

【学習する上での留意点】事前に留学生等の国の幼稚園教育の概要を調べておくこと。 

6 . テ ー マ 教育場面における対人関係 (内藤伊都子) 

【学習の目標】教育場面における人間関係の調整や社会的相互作用について探求する。 
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【学習の内容】日本の教育環境を概観し、教育場面での対人関係の形成や維持について考察していく。 

【キーワード】対人関係の形成・発展・維持、対人不安、教員と学習者の関係、個人と集団、親密性 など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べておくこと。 

【参考文献】 石井敏・久米昭元 編『異文化コミュニケーション事典』春風社、2013 年 

その他文献は講義内で紹介する。 

【学習する上での留意点】自身のもつ対人関係を分析し、関連付けて考えてみること。 

7 . テ ー マ 多文化共生と教育 (内藤伊都子) 

【学習の目標】多様性に富む学習者の状況や教育環境について検討し、文化的差異や異文化への理解を深める。 

【学習の内容】多文化共生社会における日本の教育環境について概観し、問題やその対応などについて考察していく。 

【キーワード】多文化共生、外国語活動と外国語、学習指導要領、外国人児童生徒、ニューカマー など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べておくこと。  

【参考文献】 学習指導要領、資料配付、その他文献は講義内で紹介する。  

【学習する上での留意点】自身が所属する文化、集団、組織などに関連付けて考えてみること。 

8 . テ ー マ 教育とコミュニケーション能力 (内藤伊都子) 

【学習の目標】コミュニケーションとして表出された人間行動の意味について多面的に解釈できるようになる。 

【学習の内容】学校教育で養成を目指す能力と社会で必要とされる能力の意味について考察していく。 

【キーワード】学士力、社会人基礎力、コミュニケーション能力、異文化コミュニケーション能力、スキル など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べておくこと。 

【参考文献】 資料配付、その他文献は講義内で紹介する。  

【学習する上での留意点】自身のコミュニケーション行動を分析し、行動の意味を批判的に考えてみること。 

9 . テ ー マ 人物・思想研究の意義 (石﨑達也) 

【学習の目標】学問と道徳の関係、学問を志す人間のあり方について探究すること。 

【学習の内容】テキストを精読し、ワークシートに理解した内容や自らの問題意識に即した意見をまとめ、話合う。 

【キーワード】学問の意味、学問と道徳、生活指導、道徳教育、実学とは何か 

【学習の課題】ワークシートを完成させ、口頭発表を行う。 

【参考文献】 福沢諭吉『学問のすすめ』岩波書店、1978 年 

齋藤孝『日本を教育した人々』筑摩書房、2007 年 

【学習する上での留意点】事前に指定箇所を熟読し、疑問点や質問などをまとめてくること。 

1 0 ． テ ー マ 人物・思想研究の方法 (石﨑達也) 

【学習の目標】人間の心の葛藤を描く小説を読むことをとおして、人間理解の方法を探究すること。 

【学習の内容】テキストを精読し、ワークシートに理解した内容や自らの問題意識に即した意見をまとめ、話合う。 

【キーワード】心の葛藤、国語教育の実践、文学作品と教育、人間理解 

【学習の課題】ワークシートを完成させ、自らの意見を発表すること。  

【参考文献】 夏目漱石『こころ』岩波書店、1989 年 

齋藤孝『日本を教育した人々』筑摩書房、2007 年 

【学習する上での留意点】事前に指定箇所を熟読し、疑問点や質問などをまとめてくること。 

1 1 ． テ ー マ 人物・思想研究の実践 (石﨑達也) 

【学習の目標】各自の研究テーマに関連する人物を深く探究したレポートを作成し、報告すること。 

【学習の内容】受講生による口頭発表を行い、各発表に関して話合う。 

【キーワード】資料・研究文献の検索・収集法、論文作成につながるレポートの書き方 

【学習の課題  これまで各自が研究してきたテーマに関連する人物を選び、レポートを作成し、報告すること。 

【参考文献】 資料配付、その他文献は講義内で紹介する。  

【学習する上での留意点】先行研究や文献等、十分な資料収集を行った上でレポートを作成すること。引用参考文献も付記すること。 

1 2 . テ ー マ 
臨床教育学への適応生理学的接近：体温調節能力の発達過程を探る指標としての皮膚表面温度の変化の意義 

（鈴木路子） 

【学習の目標】「人間と環境」の接点としての皮膚表面温度の生理学的意義を臨床教育現象の視点から考える 

【学習の内容】皮膚ぼ延長線上に腸管粘膜が存在する。皮膚粘膜は免疫臓器である事。環境からの刺激を受けて、血管収縮・拡張に

より、体温は調節される。抹消皮膚温の低下上昇が、感覚器として 

【キーワード】皮膚温による調節、自律神経系、免疫臓器、環境刺激―反応系、生理的適応能の発達 

【学習の課題】学習環境としての教室内至適温度を探るー学習意欲の減退と冷暖房―  

【参考文献】鈴木路子「人間環境教育学」家政教育社、販売：建帛社  

【学習する上での留意点】医学生物学としての理解にとどまらず、教育現象との連動した臨床教育学への接近を図る 

1 3 ． テ ー マ 子どもの発達課題としての疾病罹患傾向、年齢的消長―体質傾向―環境刺激（鈴木路子） 

【学習の目標】脳神経系・自律神経系・免疫系・内分泌系等の生理学的調節機能の発達は、学校教育現場での子ども理解に重要な意

味を持つ。いわゆる教育生理学的理解の教育的意義を十分に理解し、積極的刺激―学習課題の存在に気付く。 

【学習の内容】心理学的にみた発達課題、教育学的に見た発達課題（学習課題）を成長過程と連動させて理解を深める。 

【キーワード】生理心理学的アプローチ、学習意欲、学習課題、空気・水・温熱環境と子どもの発達との相互作用、生体リズム、同

調・脱同調 

【学習の課題】 子どもの学習意欲、生きる力等、生命の営み方を十分に理解した上での臨床教育学であることを認識する 

【参考文献】 鈴木路子「人間環境教育学」家政教育社、販売：建帛社 

【学習する上での留意点】医学生物学的理解にとどまらず、教育現象への生理学的理解から、臨床教育学への接近を図る。 



 

 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 4 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「地域における幼稚園教育の実際」について調べ、レポー

トにまとめなさい。(下出美智子教授 担当) 

レポート形式：A4 用紙、横書き 1 枚（1200 字程度） 

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、意見交換等を、第 10 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、意見交換等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：第 1 回～第 12 回の講義内容を踏まえて、「5 人の教育専門家の講義から学んだこと」を各自でレポ

ートにまとめなさい。（鈴木路子教授 担当） 

レポート形式：A4 用紙、横書き 1 枚（1200 字程度） 

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、意見交換等を、第 13 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、意見交換等を通して学んだことをまとめる。 

 

  



 

 

．科目名（単位数） 

アカデミックライティング＆プレゼンテーション／英文

表現演習 （2 単位） ３．科目番号 
EDMP5211 

EDMP5361 

２．授業担当教員 
【池袋】高橋 みどり 井草 玲子  

【名古屋】内藤 伊都子 鈴木 茂樹 

４．授業形態 講義 演習 発表 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 

７．講義概要 

修士論文を執筆中、あるいは、執筆を目指す受講生にとって、母語以外の言語による論文執筆は容易なこ

とではない。なぜなら、修士論文を完成させるためには、専門分野の知識のみならず、論文を書くための

スキルも身に付け、活用していく必要があるからである。本講座の目的は、修士レベルの学術論文（Academic 

Writing）の執筆能力と口頭発表での発表能力を磨くことにある。具体的には、短文、段落、小論文の順に、

日本語(又は英語)で文章を執筆し、徐々に長い文書が執筆できるよう練習を積んでいく。受講生が書いた

文章はフィードバックされ、助言を基に書き直していく過程を通して、書くスキルの向上を目指す。また

受講生は、発表（Presentation）の機会を活用し、音声面の改善や良い発表とはどのようなものか、体験

し、考察することになる。 

８．学習目標 

１．日本語による学術論文の特徴を知り、学術論文の重要性を認識する。 

２．修士論文の特徴と全体構造を理解し、学習した技術を使って課題を作成することができる。 

３．論文の推敲の仕方を学習し、書いたものを分析し推敲する力を身に付けることができる。 

４．序論・本論・結論からなる小論文の構成を意識しつつ、文と文・段落と段落・論文全体の結び付きに

注意を払いながら、論文を執筆する方法を学習し、実際に文章を書く中で、文章表現力を向上させる。 

５．各自の専門分野の修士論文の特徴を把握し、これまでに学んだことも活用し、今後の論文執筆や発表

に活かす土台を形成することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

シラバス「14 学習の展開及び内容」の各テーマを参照のこと。詳細は授業内で指示する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】  

資料は適宜講義で配付する。 

【参考文献】 

東京福祉大学・大学院 『2020年度 大学院要覧』 

新堀 聰『評価される博士・修士論文の書き方・考え方』同文館、2002 

花井 等・若松 篤『論文の書き方マニュアル:ステップ式リサーチ戦略のすすめ』有斐閣アルマ、2004 

アカデミック・ジャパニーズ研究会編著『改訂版 大学・大学院留学生の日本語』④論文作成編 アルク 2019  

その他文献は、講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語による学術論文の特徴を知り、学術論文の重要性を認識することができたか。 

２．修士論文の特徴と全体構造を理解し、学習した技術を使って課題を作成することができたか。 

３．論文の推敲の仕方を学習し、書いたものを分析し推敲する力を身に付けることができたか。 

４．序論・本論・結論からなる小論文の構成を意識しつつ、文と文・段落と段落・論文全体の結び付きに

注意を払いながら、論文を執筆する方法を学習し、実際に文章を書く中で、文章表現力を向上させる

ことができたか。 

５．各自の専門分野の修士論文の特徴を把握し、これまで学んだことも活用し、今後の論文執筆や発表に

活かす土台を形成することができたか。 

○評定の方法 

レポート 60％､   発表 20％､  授業への取り組み 20％   以上を総合的に評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

学術論文の執筆にはルールがありますが、そのルールがわかると、論文を読み書きする時に役立ちます。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で通知する。 

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 学術論文の特徴 （高橋） 

【学習の目標】 学術論文の執筆に際し、良い論文を作成するための第一歩として、学位論文とはどのようなものかを理解する。 

【学習の内容】 ある文章群に論文としての資格を与えるもの、すなわち論文の実質的要件を学ぶ。併せて論文執筆に必須となる学

術的文章の作成技術を身につけるための練習を行う。 

【キーワード】 先行研究業績  独創的意見  学術的文章 

【学習の課題】 「これからの勉学・研究の計画」について文章を作成する。（レポート①） 

【参考文献】  新堀 聰 『評価される博士・修士論文の書き方・考え方』2002 同文館 第２章 

【学習する上での留意点】 事前に課題の内容について、自分の考えをまとめておくこと。 

2 . テ ー マ 修士論文の全体構造と作成上の留意点 （高橋） 

【学習の目標】 論文が備えるべき一定の形式的要件ならびに論文の構成要素とはどのようなものかを理解する。 

【学習の内容】 論文は、実質的要件に加え、一定の形式的要件も備えていなければならないので、その概要について学ぶ。次に論

文の構成要素を学び、論文の章と節を立てるアウトライン作成に備える。 

【キーワード】 序論（introduction）  本論（main discourse）  結論（conclusion） 

【学習の課題】 指導教員に相談するなどして、論文（修士論文が含まれることが望ましい）をいくつか入手し、それらの構成要素

を確認して、どのように論が展開されているのか、章立てを書き出してみる。 



 

 

【参考文献】新堀 聰 『評価される博士・修士論文の書き方・考え方』2002 同文館 第３章   

【学習する上での留意点】 文献調査はできるだけ早い時期から行うべきである。自分のテーマに関連した入門書や概説書などから

文献の情報を得て、文献目録を作り始めるとよい。 

3 . テ ー マ 日本語の文章の特徴（文・段落・小論文レベル） （高橋） 

【学習の目標】 学術論文に適した論理的な文章とはどのようなものかを理解する。 

【学習の内容】 学術的文章の文体や、日常会話と学術的文章の表現における相違点について学ぶ。次に学術的文章の文体と表現を

用いて文章を作成する練習を行う。 

【キーワード】 文体（styles）   表現（expressions）  段落（paragraph） 

【学習の課題】 指定されたプレゼンテーション原稿を学術的文章の文体と表現を用いて論説文（essay）として書き直す。（レポー

ト②） 

【参考文献】アカデミック・ジャパニーズ研究会編著『改訂版 大学・大学院留学生の日本語』④論文作成編 2019 アルク 第２課 

【学習する上での留意点】 実際に文章を作成する時には、今回の参考文献の文型・表現集や例文集を活用するとよい。 

4 . テ ー マ 論文及び発表原稿の推敲の仕方 （高橋） 

【学習の目標】 論文及び発表原稿の推敲の仕方について学び、その重要性を認識する。 

【学習の内容】 論文や発表原稿の下書きが完了したら、推敲を十分に行う必要がある。「論理的整合性の確認」、「入力ミス・変換

ミス、用語・表現の不統一、レイアウト上の体裁の点検」「表現のチェック」など推敲の際の留意点について学ぶ。 

【キーワード】 論理的整合性  表記の統一  表現のチェック 

【学習の課題】 これまで自分が作成した文章を、推敲の際の留意点に照らし合わせて十分に点検する。 

【参考文献】花井 等・若松 篤『論文の書き方マニュアル:ステップ式リサーチ戦略のすすめ』2004 有斐閣アルマ STEP3   

【学習する上での留意点】 論文では執筆の仕方も評価の対象となるので、基本的なルールを身につけるよう日頃から心がける 

5 . テ ー マ アブストラクトの全体構成 （高橋） 

【学習の目標】 アブストラクトとはどのようなものかを理解する。 

【学習の内容】 アブストラクトは日本語か英語のいずれかで作成するよう求められることが多いので、この授業では日本文と英文

両方のアブストラクトを取り扱うこととする。自分の研究テーマに関連する論文の日本文と英文のアブストラクトを読み、その

内容と全体構造を理解する。 

【キーワード】 背景（background） 目的（purpose） 方法（method）  結果（result）  結論（conclusion） 

【学習の課題】 英文のアブストラクトの情報構造に照らし合わせ、日本文のアブストラクトの情報構造を分析する。 

【参考文献】 資料配付 英和辞典（各自持参のこと）  

【学習する上での留意点】事前に自分の研究テーマに関連する論文のアブストラクト（日本文・英文）を入手し、授業当日持参する

こと。 

6 . テ ー マ 研究背景の書き方 （高橋） 

【学習の目標】 研究背景における課題の提示すなわち問題の指摘や論点の提示の手法について理解を深める。 

【学習の内容】 論文の本文では、序論で研究背景を述べるので、序論の構成要素を確認しておく。次に課題の提示すなわち問題の

指摘や論点の提示の手法について学ぶ。最後に、学んだ手法を用いて、実際に自分の研究テーマについて、問題の指摘を行う文

章を作成する。 

【キーワード】 研究背景  序論  課題の提示  問題の指摘  論点の提示 

【学習の課題】 自分の研究テーマについて、何が問題か、その問題の解決にはどんなことが必要かを述べる。（レポート③） 

【参考文献】アカデミック・ジャパニーズ研究会編著『改訂版 大学・大学院留学生の日本語』④論文作成編 2019 アルク 第３課 

【学習する上での留意点】 事前に関心のある課題についての文献を調べ、自らの基礎知識を確認しておくこと。 

7 . テ ー マ 先行研究及び現在の研究を記述する際の情報構造とその内容 （高橋） 

【学習の目標】 先行研究の紹介と先行研究の問題点の指摘の手法について理解を深める。 

【学習の内容】 独創的意見は先行研究業績の精査・分析の上に成り立つ。論文では自己の得た結論と先行研究の成果との相違点を

明確にする必要がある。序論の重要な構成要素である、先行研究の紹介ならびに先行研究の問題点の指摘の手法を学ぶ。次に、

学んだ手法を用いて、自分の研究テーマに関する先行研究を紹介し、その問題点を指摘する文章を作成する。 

【キーワード】 先行研究  直接引用（direct quotation） 言い換え（paraphrase） 要約（summary） 

【学習の課題】 自分の研究テーマに関する先行研究を紹介してその問題点を指摘する。（レポート④） 

【参考文献】新堀 聰 『評価される博士・修士論文の書き方・考え方』2002 同文館 第３章 

アカデミック・ジャパニーズ研究会編著『改訂版 大学・大学院留学生の日本語』④論文作成編 2019 アルク 第４課  

【学習する上での留意点】 主要文献を精読する際に、要点や気づいた点、疑問などをメモしながら読むとよい。 

8 . テ ー マ 研究目的の記述方法と序論のひな形の作成 （井草） 

〇テーマ１ 

【学習の目標】 研究目的の重要性を認識し、その書き方と留意点を把握する。 

【学習の内容】 いくつかのテクストを比較し、研究目的の効果的な書き方を学習し、研究目的を書く。 

【キーワード】 時制 文体 専門用語 

【学習の課題】 自分の研究テーマに関連して研究目的を書く。 

【参考文献】  アカデミック･ジャパニーズ研究会編著『改訂版大学・大学院留学生の日本語』④論文作成編 アルク 2019 第４課 

【学習する上での留意点】自分の研究分野の論文の目的を読む時、内容のみならず効果的な表現に注目し丁寧に読むこと。 

〇テーマ２ 

【学習の目標】 構想発表会での発表を目指し、論文の序論を執筆し、文章表現力に磨きをかける。 

【学習の内容】 論文の序論は、研究の方向性を示す大切な部分である。そこで、今回はその要素である研究背景・先行研究・研究

目的を含む論文の序論を執筆し、これまでの学習を関連づけ発展させ、序論の執筆・推敲を繰り返し、論旨の一貫した文章が書

けるよう練習する。 

【キーワード】 研究背景・先行研究・研究目的 論旨の一貫性 表記の統一 

【学習の課題】 論文のひな型を作成し、推敲後、定められたアドレスに送信する。（レポート⑤） 

【参考文献】  上村妙子・大井恭子『英語論文・レポートの書き方』 研究社、2004 第 8章  



 

 

        花井 等・若松 篤『論文の書き方マニュアル:ステップ式リサーチ戦略のすすめ』有斐閣アルマ、2004 

        アカデミック・ジャパニーズ研究会編著『改訂版 大学・大学院留学生の日本語』④論文作成編 アルク、2019 

9 . テ ー マ 研究結果の書き方 （井草） 

【学習の目標】 研究結果の重要性を認識し、その書き方と留意点を把握する。 

【学習の内容】 いくつかのテクストを比較し、研究結果の効果的な提示の仕方を学習し、研究結果を書く。 

【キーワード】 考察 関係性 結論 再読 

【学習の課題】 自分の研究テーマに関連して研究結果を書く。 

【参考文献】   アカデミック・ジャパニーズ研究会編著『改訂版大学・大学院留学生の日本語』④論文作成編 アルク、2019  

第 13課 滝浦真人・草光俊雄 『日本語アカデミックライティング』放送大学教育振興会、2017 14章 

【学習する上での留意点】普段から自分の研究分野の論文の結果を読む時、内容のみならず効果的な表現に注目し丁寧に読むこと。 

1 0 . テ ー マ 作成した序論のテクストを検討する。（井草） 

【学習の目標】 自分で執筆した序論の長所と問題点を認識し、今後の論文執筆に活かす。 

【学習の内容】 文と文の結束性（Cohesion）、段落と段落の結束性（Cohesion）、テクスト全体の一貫性（Coherence）、適切な助詞 

の使用、時制に注意し、序論のテクストを検討する。 

【キーワード】 内容の一貫性 Cohesion Coherence 助詞 時制 音読 

【学習の課題】 フィードバックを基に作成した序論の長所・問題点を一覧表にまとめ、添削された序論は、書き直して提出する。

（➡課題研究１参照） （レポート⑥） 

【参考文献】  アカデミック・ジャパニーズ研究会編著『改訂版大学・大学院留学生の日本語』④論文作成編 アルク、 2019 

【学習する上での留意点】序論作成上の留意点を記録し、今後の論文執筆に活用すること。 

1 1 . テ ー マ １．英文タイトルの書き方  ２．参考文献の記載方法 （井草） 

〇 テーマ１ 

【学習の目標】 英文タイトルの書き方のルールを確認し、専門分野の英文タイトルを書いてみる。 

【学習の内容】 英文タイトルを書く際に注意すべきことを確認し、ルールに沿って書けるよう練習する。 

【キーワード】 Discourse Community  表記   

【学習の課題】 事前に書いてきた英文タイトルを検討する。 

【学習する上での留意点】 専門分野に関する様々な英文タイトルを比較し、共通点を見つけ、専門分野の英文タイトルを決定する 

際には、指導教員の助言を参考にし、書き方のルールに従い、効果的な英文タイトルを書くこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

〇 テーマ２ 

【学習の目標】 参考（引用）文献の記載の仕方を学び、自分の研究分野に応用してみる。 

【学習の内容】 文献を引用する際の留意点を確認すると共に、研究領域により参考（引用）文献の提示の仕方が異なることを認識 

し、自分の研究分野の文献の記載方法を学習する。 

【キーワード】 Discourse Community  表記  

【学習の課題】 専門分野の参考文献を書く練習をする。  

【参考文献】  新堀 聰『評価される博士・修士論文の書き方・考え方』同文館、2002 第 5章 

        花井 等・若松 篤『論文の書き方マニュアル:ステップ式リサーチ戦略のすすめ』有斐閣アルマ、2004 第 3章 

        滝浦真人・草光俊雄 『日本語アカデミックライティング』放送大学教育振興会、2017 7章、付録 

        上村妙子・大井恭子『英語論文・レポートの書き方』 研究社、2004 第 7章、第 8章 

1 2 . テ ー マ 第１回 Presentation 質疑応答 総評 （井草） 

【学習の目標】 発表（Presentation）を体験し、発表の良かったところ、問題点を認識し、改善策を考察する。 

【学習の内容】 パワーポイントを活用し、研究背景・先行研究・研究目的を中心に発表する。 

【キーワード】 発表資料、アイコンタクト、声の大きさ、間の取り方、質疑応答のマナー 

【学習の課題】 発表評価シートに記入しながら、発表を聞き、質問する。（レポート⑦：発表評価シート、発表原稿） 

【参考文献】  Richard McMahon,  Presenting Different Opinions. Nan’undo, 2003. 

【学習する上での留意点】他の受講生の発表を通して、より良い発表とはどのようなものか考察する。 

１ ３ . テ ー マ 第２回 Presentation  質疑応答 総評 授業評価  （井草）  

【学習の目標】 発表（Presentation）を体験し、発表の良かったところ、問題点を認識し、改善策を考察する。  

【学習の内容】 パワーポイントを活用し、研究背景・先行研究。研究目的を中心に発表する。 

【キーワード】 発表資料、アイコンタクト、声の大きさ、間の取り方、質疑応答のマナー 

【学習の課題】 発表評価シートに記入しながら、発表を観察し、質問する。（レポート⑦：発表評価シート、発表原稿） 

【参考文献】  Richard McMahon, Presenting Different Opinions. Nan’undo, 2003.  

【学習する上での留意点】他の受講生の発表を通して、より良い発表とはどのようなものか考察する。 

課題研究１ 

研究課題テーマ：『序論のテクストの検討から学んだこと』 （レポート⑥） 

レポート形式：A4 用紙 2 枚（指定された書式を使用）①序論のテクスト分析表 ②加筆修正した序論  

実施時期：第 10 回目の授業終了後 

提出期限：第 11 回目の授業開始時に提出すること。 

事後学習：第 13 回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添

削されたレポートとコメントをよく読んで、今後の序論執筆に活かすこと。 

課題研究２ 

研究課題テーマ：『今後のプレゼンテーションに向けての抱負』 （レポート⑧） 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度）   

参考文献：配付プリント 

実施時期：第 12 回目/13 回目の授業終了後 

提出期限：第 12 回目/13 回目授業終了後、１週間以内に提出 

事後学習：添削されたレポートとコメントをよく読んで、自らのレポートの良い点と改善点をまとめておき、今後

のプレゼンテーションに活かすよう心がけること。質問等は、オフィスアワーやメールを活用し行う。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 質的教育研究法（2 単位） 

３．科目番号 

 

EDMP5221 

 ２．授業担当教員 【池袋】坂井 二郎 【名古屋】石崎 達也 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

現代の多文化共生時代における子どもを取り巻く環境と問題は多様化・複雑化しており、それらに付随す

る教育事象を探求・検証するためには量的研究法だけでなく質的研究法の理解が必要となる。そのため、

まず量的研究法との比較において質的研究法の概要・意義・手続き・倫理的側面等について説明する。次

に本授業では質的研究法に焦点を置き、様々な質的調査法を検討すると共に、収集したデータの質的分析

法についても学修する。また、授業の最後の部分では、それまでに学修してきた理論的知識を各自が関心

のある教育事象に適宜応用し質的研究の実践を行っていく。 

８．学習目標 

授業においては現代社会の複雑化・多様化した諸教育問題・事象に対し質的研究法を通して調査・分析で

きることを目指す。そのためにまず質的調査法と質的データ分析法の概要に関し学び説明できるようにな

ることを目的とする。次に各自の興味・関心のある研究対象に対し学修した質的研究法の知見を適宜適用

し質的調査・分析ができるようになることを目標とする。具体的な学修目標は以下の通りである。 

１．量的研究法との比較において質的研究法の特徴・意義・課題等について理解し自分の言葉で説明でき

るようになる。 

２．フィールドワークやインタビューを初めとする具体的な質的調査法の概要・特徴・手続き等について

理解し自身で説明できるようになる。 

３．具体的な質的データ分析法の概要・特徴・手続き等について理解し自身で説明できるようになる。 

４．質的研究法における倫理的側面について理解し自身で説明できるようになる。 

５．１から４の理解に基づき、自身の興味・関心のある教育事象に対し質的研究法を適宜適用し調査・分

析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 

授業で適宜指示する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

太田裕子（著）『はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ－研究計画から論文作成まで－」東京図書、2019

年。 

【参考書】 

ケネス・ガーゲン（著）『あなたへの社会構成主義』ナカニシヤ出版、2004 年。 

関口靖広（著）『教育研究のための質的研究法講座』北王路書房、2013年。 

Flick, U. (1995) Quantitative Sozialforschung, Rowohlt Verlag, GmbH, Reinbek bei Hamburg. （邦訳）

フリック、ウヴェ（著）『質的研究入門－“人間の科学”のための方法論－』春秋社、2011年。 

佐久川肇（編著）『質的研究のための現象学入門－対人支援の「意味」をわかりたい人へ 第 2 版』医学書

院、2013 年。 

桜井厚、小林多寿子（著）『ライフストーリー・インタビュー－質的研究入門』せりか書房、2005年。 

Riessman, C.K. (2008) Narrative methods for the human sciences. Thousand Oaks, CA: Sage. （邦訳）

リースマン, C.K., 大久保功子/宮坂道夫監訳『人間科学のためのナラティブ研究法』クオリティケア、

2014年。 

S.B.メリアム（著）『質的調査法入門：教育における調査法とケース・スタディ』ミネルヴァ書房、2004年。 

西条剛央（著）『ライブ講義・質的研究とは何か SCQRMベーシック編』新曜社、2007年。 

木下康仁（著）『グラウンデット・セオリー・アプローチの実践－質的研究への誘い』弘文堂、2003年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．量的研究法との比較において質的研究法の特徴・意義・課題等について理解し自分の言葉で説明でき

るようになったか。 

２．フィールドワークやインタビューを初めとする具体的な質的調査法の概要・特徴・手続き等について

理解し自身で説明できるようになったか。 

３．具体的な質的データ分析法の概要・特徴・手続き等について理解し自身で説明できるようになったか。 

４．質的研究法における倫理的側面について理解し自身で説明できるようになったか。 

５．１から４の理解に基づき、自身の興味・関心のある教育事象に対し質的研究法を適宜適用し調査・分

析ができるようになったか。 

○評定の方法 

授業態度・・・・・・・・・ 30％ 

授業内課題提出・・・・・・ 30％ 

最終レポート（発表含む）・・40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教育学研究は、様々な教育的事象を探求・検証するため、量的研究法だけでなく質的研究法の理解が必要

となる。受講生は、積極的にフィールドワークを行い、試行錯誤しながら学びを深めてほしい。 

13．オフィスアワー 

坂井二郎：授業時に通知する。 

石﨑達也：授業時に通知する。 

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 教育における質的研究法と量的研究法 

【学習の目標】 量的研究法との比較において質的研究法の特徴・意義・課題等について理解する。 

【学習の内容】 量的研究と質的研究の方法論と方法について理解する。 

【キーワード】 方法論と方法,実証型研究と探索型研究, エミックとエティック, 混合法 

【学習の課題】 量的研究法との比較において質的研究法の特徴・意義・課題等について理解し、自分の言葉で説明できるようにな

ったか。 

【参考文献】 ケネス・ガーゲン（著）『あなたへの社会構成主義』 

【学習する上での留意点】参考文献を熟読し、量的研究と質的研究の特徴・意義・課題について整理すること。 

2 . テ ー マ 質的研究における研究課題の設定 

【学習の目標】 質的研究における理論的枠組みと研究課題の設定について理解する。 

【学習の内容】 質的研究の〈多様性〉について理解した上で、自らの言葉で説明することができること。 

【キーワード】 多様性, 複雑性, 質的研究に適した研究課題, 現象や出来事の内側からの理解 

【学習の課題】 文献レビュー：質的研究を用いて書かれた論文を読み、その構成要素に関する小レポートを作成すること。 

【参考文献】 フリック、ウヴェ（著）『質的研究入門－“人間の科学”のための方法論－』 

【学習する上での留意点】 教育学研究において、「なぜ質的研究が求められているのか」や「自らの立場をどこに置くか」という問

いに対する応答を考えながら学習すること。 

3 . テ ー マ 質的研究における事例の選出（サンプリング）の方法 

【学習の目標】 質的研究において、研究の目的によって「研究対象者（の数）」や「サンプリングの方法」が異なることを理解する。 

【学習の内容】 質的研究において、「どうやって研究対象となる人や活動や場所を選ぶのか。どのくらいの数がふさわしいのか」に

ついて理解した上で、自らの言葉で説明することができること。 

【キーワード】 目的的サンプル, 典型的サンプル, 独自的サンプル, 多様性をもったサンプリング, 便宜的サンプリング, ネットワ

ーク型サンプリング, 理論的サンプリング, 理論的飽和 

【学習の課題】 文献レビュー：質的研究を用いて書かれた論文を読み、どのようなサンプリングの方法が選択されているかについ

て調べて小レポートにまとめること。 

【参考文献】 関口靖広（著）『教育研究のための質的研究法講座』 

【学習する上での留意点】 自らの研究の目的や研究上の立場を確認しながら、それらに適した選出の方法を選択できるように学習

すること。 

4 . テ ー マ 質的研究における研究倫理 

【学習の目標】 質的研究にかかわる倫理上の問題と留意点について理解する。 

【学習の内容】 質的研究における倫理上の問題が起こる時（調査を行う時・分析する時・公表する時）とそれぞれの時に起こる倫

理上の問題を考えた上で、それらの問題に対して、調査者が留意すべき点について理解すること。 

【キーワード】 研究倫理ガイドライン, 研究協力依頼書, 研究倫理遵守に関する誓約書, 研究協力同意書 

【学習の課題】 自分の調査研究において、どのような倫理上の問題が生じ得るか、どのような点に留意して調査研究を行う必要が

あるか、受講生同士で、様々な可能性を考え、お互いに指摘し合った内容を小レポートにまとめること。 

【参考文献】 関口靖広（著）『教育研究のための質的研究法講座』 

【学習する上での留意点】 質的研究を行う過程において、調査者は、様々な「正解」のない倫理上の問題にも直面するため、学習

を通して自らの判断力を磨くこと。 

5 . テ ー マ 質的研究の調査法（１）：「観察法」 

【学習の目標】 質的研究における「観察」の特徴、何をどのように観察するのか、観察した内容をどのように「書く」のかについ

て理解した上で、〈分厚い記述〉ができるようになる。 

【学習の内容】 各自が授業観察を行った後、書き上げた「フィールドノーツ」を受講生同士で読み合い、お互いの「観察」の視点

を吟味すること。 

【キーワード】 現場メモ, フィールドノーツ, 間主観性, 鳥の目・虫の目 

【学習の課題】 受講生同士でお互いの「フィールドノーツ」を読み合い、話し合った内容を小レポートにまとめること。 

【参考文献】 関口靖広（著）『教育研究のための質的研究法講座』 

【学習する上での留意点】 「フィールドノーツ」を書き上げる体験を通して、質的研究における「書く」ことの重要性を深く感じ

取ってほしい。 

6 . テ ー マ 質的研究の調査法（２）：「インタビュー法」 

【学習の目標】 質的研究における「インタビュー法」の特徴と種類、手続きについて理解した上で、実際にインタビューを行い、

語りを生み出すインタビューの方法を身につける。 

【学習の内容】 各自が書き上げた「インタビュー報告書」を受講生同士で読み合い、インタビューする側/される側両方の立場から

の「気づき」を通して、語りを生み出すインタビューの方法のポイントをまとめること。 

【キーワード】 語り手との出会い, 相互行為としてのコミュニケーション, リフレクシビティ, 対話 

【学習の課題】 受講生同士でお互いの「インタビュー報告書」を読み合い、話し合った内容を小レポートにまとめること。 

【参考文献】 桜井厚、小林多寿子（著）『ライフストーリー・インタビュー－質的研究入門』せりか書房、2005年。 

【学習する上での留意点】 インタビューの経験を重ねることで、よい聴き手に成長していくことができる。 

7 . テ ー マ 質的研究法のデータ分析（１）：グラウンデッド・セオリー・アプローチ 

【学習の目標】 質的研究における「データ分析とは何か」、一般的な質的データ分析の方法であるグラウンデッド・セオリー・アプ

ローチについて理解する。 

【学習の内容】 グラウンデッド・セオリーに依拠して、データの意味を理解するプロセスと一般的な質的データ分析について理解

すること。 

【キーワード】 GTA, M-GTA, コーディング, カテゴリー構築, 理論生成 

【学習の課題】 文献レビュー：グラウンデッド・セオリー・アプローチの分析方法を用いた論文を読み、その構成要素に関する小



 

 

レポートを作成すること。 

【参考文献】 木下康仁（著）『グラウンデット・セオリー・アプローチの実践－質的研究への誘い』弘文堂、2003年。 

【学習する上での留意点】 GTAの分析方法を用いて実際にデータ分析が行えるように準備しておくこと。 

8 . テ ー マ 質的研究法のデータ分析（２）： ナラティブ分析 

【学習の目標】 質的研究における質的データ分析の方法であるナラティブ分析について理解する。 

【学習の内容】 ナラティブ分析の基本的な特徴と様々なアプローチ（テーマ分析・構造分析・対話/パフォーマンス分析・ヴィジュ

アル分析）の特徴と限界について理解した上で、説明することができること。 

【キーワード】 行為のシークエンス, 意図と言語, 主体性, 文脈, 物語世界 

【学習の課題】 文献レビュー：ナラティブ分析の分析方法を用いた論文を読み、その構成要素に関する小レポートを作成すること。 

【参考文献】 Riessman, C.K. (2008) Narrative methods for the human sciences. Thousand Oaks, CA: Sage. 

【学習する上での留意点】 ナラティブ分析を用いて実際にデータ分析が行えるように準備しておくこと。 

9 . テ ー マ 質的研究法のデータ分析（３）：その他の分析方法 

【学習の目標】 質的研究における様々な質的データ分析の方法の特徴について理解する。 

【学習の内容】 学問領域、テーマ、理論的枠組み、研究方法論によって異なるデータ分析の方法について理解し、自らの研究目的

に合う分析方法を選択することができるようになる。 

【キーワード】 ライフストーリー, エスノグラフィー, エスノメソドロジー, エピソード記述, ケース・スタディ, アクション・

リサーチ, 会話分析, 現象学的アプローチ 

【学習の課題】 文献レビュー：各自が興味を持った分析方法を用いた論文を読み、その構成要素に関する小レポートを作成するこ

と。 

【参考文献】 教科書 pp.124-128 参照。 

【学習する上での留意点】 講義で取り上げた方法以外にも様々な方法があるため、自ら進んで質的研究のデータ分析の方法を探求

してほしい。 

1 0 . テ ー マ 質的研究における評価 

【学習の目標】 質的研究における「信頼性」・「妥当性」を担保することの重要性を理解し、どのような手続きによって、それらを

担保できるかを理解する。 

【学習の内容】 実証主義的研究と質的研究における「信頼性」・「妥当性」の意味の違いを理解した上で、質的研究における「信頼

性」・「妥当性」について説明することができること。 

【キーワード】 研究者の「構え」の明示・手続き的再現性・内的妥当性・外的妥当性（一般化）・トライアンギュレーション 

【学習の課題】 文献レビュー：質的研究の「質」を高めるための工夫がなされている論文を読み、そのポイントに関する小レポー

トを作成すること。 

【参考文献】  フリック、ウヴェ（著）『質的研究入門－“人間の科学”のための方法論－』 

【学習する上での留意点】 質的研究の「質」をどのように高めるかという問いに対する応答を考えながら学習すること。 

1 1 . テ ー マ データ分析の実践（１） 

【学習の目標】 実際のインタビュー・データをグラウンデッド・セオリー・アプローチの方法を用いて分析し、分析結果レポート

を作成する。 

【学習の内容】 実際にグラウンデッド・セオリー・アプローチの手法を用いたデータ分析を体験する活動を行った上で、分析結果

レポートを作成すること。 

【キーワード】 GTA, M-GTA, コーディング, カテゴリー構築, 理論生成 

【学習の課題】 プリントアウトしたデータに、線を引いたり、書き込みをしながら読み込み、データをユニットに分け、コーディ

ングし、カテゴリーを構築する。最終的にカテゴリー同士の関係を考え、理論を生成すること。 

【参考文献】 木下康仁（著）『グラウンデット・セオリー・アプローチの実践－質的研究への誘い』弘文堂、2003年。 

【学習する上での留意点】 データの意味を深く理解するためには、「記述」と「解釈」の間を「行きつ戻りする」ことが求められる。 

1 2 . テ ー マ データ分析の実践（２）分析結果の記述と考察 

【学習の目標】 データ分析の体験と分析結果レポート作成を通して、質的研究の分析結果の記述と考察についての理解を深めるこ

と。 

【学習の内容】 各自が書き上げた「分析結果」を受講生同士で読み合い、分析を通じての「気づき」や「学び」を共有し、分析す

る上での重要なポイントをまとめること。 

【キーワード】 GTA, M-GTA, コーディング, カテゴリー構築, 理論/概念生成 

【学習の課題】 受講生同士でお互いの「分析結果」を読み合い、話し合った内容を小レポートにまとめること。 

【参考文献】 西条剛央（著）『ライブ講義・質的研究とは何か SCQRM ベーシック編』新曜社、2007 年。木下康仁（著）『グラウン

デット・セオリー・アプローチの実践－質的研究への誘い』弘文堂、2003年。 

【学習する上での留意点】 自分が作成した分析結果の記述と考察について、以下の点を中心にふりかえること。「インタビューし

た人のことばを生き生きと伝えるものとなっていたか」、「わかりやすく説得力をもった記述になっていたか」。 

1 3 . テ ー マ ふりかえりと総括 

【学習の目標】 本講義のまとめを行う。 

【学習の内容】 前半で講義全体を振り返りながら討議し、後半でまとめを行う。 

【キーワード】 内省と対話による学びの深化 

【学習の課題】 質的研究法の特徴・サンプリング・調査法・データ分析等について理解したことを自分の言葉で説明すること。 

【参考文献】  特になし。 

【学習する上での留意点】質的研究法について本授業で理解したことをグループ討議や意見交換を通じ振り返り自分なりに総括する   

        こと。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：参考文献を熟読し、質的研究における「観察」の理論・特徴についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 １枚 1,200 字程度 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 



 

 

提出期限：第 4 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 5 回の授業内容と合わせて実施する。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導  

を行う。 

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：参考文献を熟読し、質的研究における「インタビュー法」の理論・特徴についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A4 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 5 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 6 回の授業内容と合わせて実施する。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導 

を行う。 

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教育史特論 （2 単位） 

３．科目番号 

 

EDMP5233 

 ２．授業担当教員 【池袋】高橋 勝 【名古屋】石﨑 達也 

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 

７．講義概要 

近代における「子どもの発見」の意味することの両義性について、教育思想史的に考察する。都市化と

核家族化が進行しはじめたほぼ 18世紀のヨーロッパに、それまで共同体の中に埋め込まれていた「小さな

大人」が、「子ども」という独自な存在として浮上するようになる。この「子ども」という新たな観念の登

場が、同時に「教育」（education）という意識の自覚化を促し、「子どもの発達助成」という近代教育思想

の原型が形づくられてくることを、資料を用いて説明する。 

しかし、この大人から差異化された「子ども」という観念は、二重の意味でポレミシュな問題を生むこと

になった。第一に、近代学校制度を推進する立場からは、「子ども」の独自性と発達する権利が重視され、

「子ども」はまさに未来の担い手として、20 世紀初頭に「子ども中心主義」という世界的な新教育運動を

巻き起こした。しかし、大人と共に暮らす「生活者」として子どもを見るならば、「子どもの発見」は、子

どもが地域から引き離され、学校空間に囲い込まれて、公教育という制度の網目の中で規律化されていく

端緒ともいえるものでもある。「子どもの発見」という、この両義性をどう考えるかを、受講生に深く考え

させる。 

近代における「子どもの発見」は、子どもを解放したのか、それとも制度に囲い込んだのかという問題を、

主に J.J.ルソー以後の近代教育思想史の展開の中で検討する。この問題は、子どもの発達とは何か、学校

の役割は何か、不登校の子どもに大人はどう対応すべきかという、きわめて現代的な問いを投げかけてく

る。様々な歴史資料を元に近代教育思想の展開を辿りつつ、その解放性と制度化というパラドクシカルな

構造を受講生が深く理解し、検討できるようにすることが、本講義の概要である。 

８．学習目標 

「子ども」とは、ヒトをある基準で二分法的に区分けしたときのコトバである。ふだん私たちは、この

コトバを自明なことのように使用しているが、そこには歴史的に構築された見えないフィルターが介入し

ている。社会史家、Ph.アリエスの文献によれば、中世のフランスでは、子どもは拡大家族の共同生活の中

で、大人たちと質的に変わらない「小さな大人」として育てられたが、商業都市が発達する18世紀になる

と、都市部では核家族化が進行し、子どもや育児、教育に対する親の教育意識が高まってくる。上流中産

階級の間で、育児法や教育法が話題になり、子どもの独自性や未来社会を担う存在としても注目されるよ

うになる。18世紀の啓蒙の時代が子どもに対する「大人のまなざし」の変化を生んだ。欧米の歴史資料を

講読しながら、子どもに対する「まなざしの変化」を受講生に実感してもらい、子どもをどのように見る

かは、大人自身の「まなざし」が構築するものであることを、受講生が理解できるようにする。さらに、

「子どもの問題」とは、実は「大人自身の問題」と不可分であること、そして「大人のまなざし」のあり

ようの解明を抜きにして、「子どもの問題」を語ることはできないことを理解できるようにすることが、

学習目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業内容について、800字程度の質問やコメントを書いて提出する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】宮澤康人『〈教育関係〉の歴史人類学』学文社、2011 

【参考書】宮澤康人『大人と子供の関係史序説――教育学と歴史的方法』柏書房、1998 

     高橋勝・下山田裕彦編『子どもの〈暮らし〉の社会史』川島書店、1997 

関啓子・太田美幸編『ヨーロッパ近代教育の葛藤――地球社会の求める教育システムへ』東信

堂、2009 

今井康雄編『教育思想史』有斐閣、2009 

Ph.アリエス（杉山光信・杉山恵美子訳）『〈子供〉の誕生――アンシャン・レジーム期の子供と

家族生活』みすず書房、1986 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 出席率 20％、小課題レポート、最終レポートを総合的に判断する。 

○評定の方法 

出席率の他、小課題レポート、最終レポートの内容で中心に評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

前近代社会における子どもは、大人と共に暮らす共同生活者であった。しかし、近代化の進行と共に、子

どもは、ますます親、地域の大人たちから切り離され、学校で教育されるようになった。近代教育の誕生

とともに始まる「子どもの保護」と「大人世界からの隔離」をどう考えるか。この問題に、「教育の機能的

合理化」と「子どもの揺れ動く生」という２重の照明を当てると、一体何が見えてくるのでしょうか。一

緒に考えていきましょう。 

13．オフィスアワー 授業中に伝える。 

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 歴史のなかの子ども 

【学習の目標】 啓蒙、進歩、発達、開発という観念の誕生と子どもという観念の誕生を関連づけて学習する。  

【学習の内容】 「子ども」とは、「大人」から区別される必要性が生んだ近代人〈まなざし〉の構築物ではないか。啓蒙、進歩、

発達、開発、保護という観念（フィルター）で子どもを見るようになった教育の誕生の時代に照明をあてる。 

【キーワード】 進歩、発達、保護、「子どもと」いう観念  

【学習の課題】 進歩、発達、保護という観念の誕生と、子どもという観念の誕生を関連づけて学習する。  

【参考文献】  Ph.アリエス（杉山光信・杉山恵美子訳）『〈子供〉の誕生』みすず書房、1986   



 

 

【学習する上での留意点】社会的構築主義の方法を教える。  

2 . テ ー マ 小さな大人としての子ども  

【学習の目標】 子どもという観念の登場の由来を、社会史的方法で学習する。 

【学習の内容】 都市化、貨幣経済、核家族化、進歩、未来という系が進行する中で、子どもに注目が集まることを学習する。 

【キーワード】 都市化、核家族化、産業化、子ども、大人、未来、進歩  

【学習の課題】 近代化のなかで浮上する子どもという〈まなざし〉を学ぶ。 

【参考文献】  J.J.ルソー（今野一雄訳）『エミール――教育について』（上・中・下）岩波文庫、2015   

【学習する上での留意点】「子ども」を実態視せずに、社会史の文脈のなかで「子ども」をとらえる。  

3 . テ ー マ 大人から差異化された子ども 

【学習の目標】 大人から差異化され、社会から隔離されて、教育される子どもの明暗を考える。 

【学習の内容】 大人から差異化されて、社会から隔離されて、教育される子どもを考える。 

【キーワード】 差異化、保護・教育の対象としての子ども、囲い込まれた子ども、大人との共同性  

【学習の課題】 「子どもの発見」が、なぜパラドックスなのか、その理由を詳細に学習する。  

【参考文献】  J.J.ルソー（今野一雄訳）『エミール――教育について』（上巻）岩波文庫、2015    

【学習する上での留意点】「子どもの発見」の意味を、歴史の文脈のなかで検討する。  

4 . テ ー マ 「教育」という意識 

【学習の目標】 身分、属性に応じた無意識的社会化から、子どもの諸能力の開花へ、という教育意識の変化を学習する。  

【学習の内容】 身分に関係なく、子どもの知的能力を開き、情操を育てるという「教育」（education）意識は、近代に際立ってい

ることを学習する。「自然の理性化」という啓蒙思想を下地にして子どもの理性化が図られる。 

【キーワード】 教育、啓蒙、理性、進歩、未開、野蛮  

【学習の課題】 子どもの知的能力を開くという「教育」（education）意識は、近代に際立っており、「自然の理性化」という啓蒙

思想を下地にして子どもの理性化が図られることを学習する。  

【参考文献】  J.ロック（服部知文訳）『教育に関する考察』岩波文庫、1980   

【学習する上での留意点】「教育」という意識が浮上する時代背景を学ぶ。  

5 . テ ー マ 自立、発達という意識  

【学習の目標】 単に「大人になる」という考え方から、現在の大人を乗り超えて「進歩、発達する」という進歩史観に支えられた

子ども観の登場が意味する背景を学習する。 

【学習の内容】 子どもは、単に「大人になる」という考え方から、現在の大人を乗り超えて「進歩、発達する」という進歩史観に

支えられた子ども観の登場の意味を学習する。 

【キーワード】 子どもに負荷された自立（independence）、「発達」（development）という観念の意味を、詳細に検討する。 

【学習の課題】 共同体や家族における人々の支え合いという現実を離れて、自立（independence）、「発達」（development）という

観念が独り歩きしはじめる理由を考える。  

【参考文献】  宮澤康人『〈教育関係〉の歴史人類学』学文社、2011    

【学習する上での留意点】共同存在としての人間という現象学の視点から、自立の問題をとらえ直すように指導する。 

6 . テ ー マ 子どもの能力を開く学校  

【学習の目標】 近代学校の果たした歴史的役割を調べる。  

【学習の内容】 近代国家が整備した近代学校の潜在的に有する子ども観、教育観を明らかにする。  

【キーワード】 近代学校、人間の完成可能性、知力を開く学校、福沢諭吉の学問観  

【学習の課題】 近代学校の啓蒙的側面と社会統合の両側面を調べる。  

【参考文献】  高橋勝「〈子どもの世紀〉という逆説――〈子ども〉を大人から差異化する視線」（宮崎かすみ編『差異を生きる』

明石書店、2009）   

【学習する上での留意点】近代学校における子ども観と教育観を明らかにする。 

7 . テ ー マ 開発される自然 ／ 開発される子ども  

【学習の目標】 原初の自然や生まれ落ちた子どもを、開発と社会進歩というフィルターで見る〈まなざし〉を相対化する。 

【学習の内容】 発達、開発、向上ということが自明視されてきた近代の子ども観を再検討する。 

【キーワード】 発達、開発、無限の進歩、生産性の向上   

【学習の課題】 子どもを見る近代の大人の〈まなざし〉は、進歩史観、発達史観に枠づけられる傾向が強いことを学ぶ。  

【参考文献】  中沢新一『純粋な自然の贈与』講談社学術文庫、2009   

【学習する上での留意点】「開発」に代わる子どもを見る新しい〈まなざし〉は何か、と受講生に問いかける。  

8 . テ ー マ 関係生成する子ども  

【学習の目標】 多種多様な関係性のなかで、自然に学んでいく子ども。 

【学習の内容】 子どもを強固な保護枠の中に囲い込むのではなく、子ども、若者、大人、高齢者の輪の中に溶け込ませることが必

要であることを学習する。 

【キーワード】 意図的学習、偶発的学習、授業、経験、体験 

【学習の課題】 様々な関係性の輪のなかで、試行錯誤を繰り返しつつ学び、育つ子どもを考える。  

【参考文献】  真木悠介『気流の鳴る音』ちくま学芸文庫、2003   

【学習する上での留意点】関係を手繰り寄せながら生世界を広げていく子ども、若者の姿を考える。  

9 . テ ー マ 子どもの自己活動 

【学習の目標】 新教育運動を主導した子どもの「自己活動」という概念について学習する。  

【学習の内容】 近代教育思想のキーワードであり、新教育運動を主導した子どもの「自己活動」（Selbsttätigkeit, self-activity）

について学習する。  

【キーワード】 自己活動、直観、身体感覚、作業  

【学習の課題】 近代教育思想のキーワードである自己活動、直観、身体感覚、作業等の概念について学習する。   



 

 

【参考文献】  長尾十三二編『新教育運動の理論』明治図書、1988  

【学習する上での留意点】活動する存在は、学校をはみ出して社会の中で活躍する。  

1 0 . テ ー マ イギリスの新教育運動 

 
【学習の目標】 A.S.ニールのサマーヒル・スクール (Summerhill school)を中心に、イギリスにおける新教育運動の展開を学ぶ。 

【学習の内容】 教授学校から自由と創造性に溢れた活動学校への転換を調べる。 

【キーワード】 ニールのサマーヒル・スクール、活動学校、新教育運動 

【学習の課題】 イギリスの中等教育における教授学校から自由と創造性に溢れた活動学校への転換を調べる。  

【参考文献】  長尾十三二編『新教育運動の理論』明治図書、1988    

【学習する上での留意点】新教育運動と現代のフリースクール運動のつながりについても調べる。  

1 1 . テ ー マ ドイツの新教育運動 

【学習の目標】 G.ケルシェンシュタイナーを中心に、ドイツにおける新教育運動の展開を学習する。  

【学習の内容】 ドイツにおける新教育運動の旗手であった G. ケルシェンシュタイナーがミュンヘン市で行った学校改革を調べる。  

【キーワード】 新教育運動、作業（労作）学校運動、作業学校、芸術教育運動  

【学習の課題】 ドイツにおける新教育運動の多様な展開を調べる。 

【参考文献】  G.ケルシェンシュタイナー／高橋勝『作業学校の理論』明治図書、1983  

【学習する上での留意点】新教育運動と同時期に誕生したシュタイナー学校（R.Steiner  Schule）についても調べる。  

1 2 . テ ー マ アメリカの新教育運動 

【学習の目標】 J.デューイの学校改革を中心に、アメリカにおける新教育運動の展開を調べる。 

【学習の内容】 デューイのシカゴ大学附属実験学校における子どもの作業活動中心の学校づくりを調べる。 

【キーワード】 シカゴ大学附属実験学校、オキュペーション（occupation,作業）、学校と社会 

【学習の課題】 デューイのシカゴ大学附属実験学校のカリキュラムと子どもの作業活動中心の授業展開を調べる。  

【参考文献】  J.デューイ（市村尚久訳）『学校と社会／・子どもとカリキュラム』講談社学術文庫、2000    

【学習する上での留意点】現在注目されている「生きる力」とデューイの実験的経験主義は、どこが同じで、どこが異なるのか。 

1 3 . テ ー マ 地球社会における市民形成 

【学習の目標】 保護と自由のあいだで揺れ動く近代教育の図式に対して、これからの子ども観と教育観を展望する。 

【学習の内容】 「保護されるべき子ども」と「自由に活動すべき子ども」という対立軸の間で揺れ動く現代の教育は、これからど

こに向かうべきなのか、を考える。  

【キーワード】 「保護されるべき子ども」、「自由に活動すべき子ども」  

【学習の課題】 これからの地球社会が求める市民形成に向けて、子ども観と教育観を創造的に捉え直す作業を行う。  

【参考文献】  関啓子・太田美幸編『ヨーロッパ近代教育の葛藤――地球社会の求める教育システムへ』東信堂、2009 

【学習する上での留意点】各自の修士論文のテーマにつながるように助言する。  

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「近代における子どもと教育の意味づけ」についてレポ
ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙、横書き 1 枚（1200 字程度） 

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、意見交換等を、第 7 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、意見交換等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：第 6 回～第 11 回の講義内容を踏まえて、「新教育運動とは何であったのか」についてレポートに
まとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙、横書き 1 枚（1200 字程度） 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換等を、第 13 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、意見交換等を通して学んだことをまとめる。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教育社会学特論 （2 単位） 池袋・名古屋 

３．科目番号 
EDMP5237 

EDMP5314 
２．授業担当教員 【池袋】小野 智一・望月 重信 【名古屋】長谷川 誠 

４．授業形態 講義・討論 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 

７．講義概要 

 「教育社会学」は二通りの解釈をすることができる。一つは、教育について「社会学」という方法論を

用いて研究するという狭義の教育社会学であり、もう一つは、社会の中における教育という対象を学問的

に研究するという広義の教育社会学である。本講義では、まず前者の教育社会学で近年盛んに研究されて

いるテーマを概観し、その後、教育という営為を社会のさまざまな領域や事象と関連させながら捉えなお

していくという後者の教育社会学へと展開させていく。 

８．学習目標 
1. 教育社会学の主要な研究テーマに精通する。 

2. 各自の研究テーマを、教育社会学の観点から検討する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメント：講義内で設定したテーマ（授業内研究課題）について共同または個々で調査研究に取り

組む。  

レポート：授業内研究課題について、レポートを学期末までに作成する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

授業で扱うテーマに応じて、必要な文献資料を紹介する。 

【参考書】 

A.H.ハルゼー H.ローダー P.ブラウン A.S.ウェルズ『教育社会学―第三のソリューション』九州大学出版

会、2005 年。 

A.ギデンス（松尾精文､小幡正敏訳）『近代とはいかなる時代か？―モダニティの帰結―』而立書房､1993

年。 

U.ベック（東廉，伊藤美登里）『危険社会』法政大学出版局、1998 年。 

久冨善之・長谷川裕（編）『教育社会学（教師教育テキストシリーズ 5）』学文社、2008 年。 

原清治ほか『教育の比較社会学』学文社、2004 年。 

陣内靖彦ほか『教育と社会』学文社、2012 年。 

酒井朗、中村高康、多賀太『よくわかる教育社会学』ミネルヴァ書房、2012 年。 

S.B.メリアム『質的調査法入門』ミネルヴァ書房、2004 年。 

篠原正典『教育実践研究の方法 SPSS と Amos を用いた統計分析』ミネルヴァ書房、2016 年。 

A. H. Halsey (1997) Education: Culture, Economy, and Society. Oxford Univ Pr on Demand 

Bartlett, S. and Burton, D. M. (2012) Introduction to Education Studies (Third edition). Sage 

Publications. 

Murphy, L., Mufti, E., & Kassem, D. (2009) Education Studies: An Introduction. Open University 

Press. 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育社会学の主要な研究テーマに関心をもち理解を深めることができたか。 

2. 各自の研究テーマを、教育社会学の観点から検討を試み、自身の研究視点を見つめ直すことができたか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢 20％ 

発表        40％ 

レポート      40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教育社会学が研究対象とする範囲は極めて広く、ほとんどあらゆる教育事象を社会（学）的な観点から

分析することが可能です。教育社会学の知見は、各自の研究テーマを発展させることにも大きく寄与する

はずですので、授業内外で大いに勉強してください。 

13．オフィスアワー 
担当教員が伊勢崎キャンパス所属・非常勤講師であるため、E メールでアポイントメントを取ってくださ

い。 

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：授業の進め方；教育社会学とはどういう学問か①；受講生の研究関心テーマの概要の報告 

【学習の目標】 教育を社会（学）的に研究するとはどういうことかを理解する。 

【学習の内容】 学問体系の歴史と拡がり。 

【キーワード】 教育社会学・教育学・社会学 

【学習の課題】 学問のありようを理解する。 

【参考文献】  陣内靖彦ほか『教育と社会』学文社、2012 年。 

酒井朗、中村高康、多賀太『よくわかる教育社会学』ミネルヴァ書房、2012 年。 

久冨善之・長谷川裕（編）『教育社会学（教師教育テキストシリーズ 5）』学文社、2008 年。 

原清治ほか『教育の比較社会学』学文社、2004 年。 

【学習する上での留意点】  教育社会学の特徴を押さえること。  

2 . テ ー マ 教育社会学とはどういう学問か② 

【学習の目標】 社会の中における「教育」という対象を研究する教育社会学の重要概念について理解する。 

【学習の内容】 社会変動・社会変容が教育に与えた影響① 

【キーワード】 再帰的近代化・ポストモダニズム・社会階級と教育 

【学習の課題】 教育と社会変容の関係を議論する。 

【参考文献】  A.H.ハルゼー/H.ローダー/P.ブラウ/A.S.ウェルズ『教育社会学-第三のソリューション』九州大学出版会、2005 年。 

A.ギデンス（松尾精文，小幡正敏訳）『近代とはいかなる時代か？―モダニティの帰結―』而立書房、1993 年。 



 

 

【学習する上での留意点】 社会の変容は教育にどのような影響を与えたのか、先行研究の分析の視点に留意する。 

3 . テ ー マ 教育社会学とはどういう学問か③ 

【学習の目標】 社会の中における「教育」という対象を研究する教育社会学の重要概念について理解する。 

【学習の内容】 社会変動・社会変容が教育に与えた影響② 

【キーワード】 フォーディズム・ジェンダー・ポストコロニアル 

【学習の課題】 教育と社会変容の関係を議論する。教育は「機会の平等」から「選択の拡大」へとパラダイムシフトする。 

【参考文献】  A.H.ハルゼー/H.ローダー/P.ブラウ/A.S.ウェルズ『教育社会学-第三のソリューション』九州大学出版会、2005 年。  

A.ギデンス（松尾精文，小幡正敏訳）『近代とはいかなる時代か？―モダニティの帰結―』而立書房、1993 年。 

【学習する上での留意点】  社会変化とともに教育は「機会の平等」から「選択の拡大」へと問題の焦点をシフトした。先行研究の

分析の視点に留意する。 

4 . テ ー マ 教育社会学とはどういう学問か③ 

【学習の目標】 社会の中における「教育」という対象を研究する教育社会学の重要概念について理解する。 

【学習の内容】 社会変動・社会変容が教育に与えた影響③ 

【キーワード】 ニューライト・教育における市場改革 

【学習の課題】 教育と社会変容の関係を議論する。ニューライトによる教育の再編。 

【参考文献】  A.H.ハルゼー/H.ローダー/P.ブラウ/A.S.ウェルズ『教育社会学-第三のソリューション』九州大学出版会、2005 年。 

A.ギデンス（松尾精文，小幡正敏訳）『近代とはいかなる時代か？―モダニティの帰結―』而立書房、1993 年。 

【学習する上での留意点】  教育への市場競争の導入について、先行研究の分析の視点に留意する。  

5 . テ ー マ 教育社会学における調査研究の在り方① 

【学習の目標】 教育社会学的研究の先行事例から学ぶ 

【学習の内容】 調査方法論・現実への関与 

【キーワード】 リサーチリテラシー・教育社会学の社会的使命 

【学習の課題】 教育問題をテーマとする調査研究計画を構想する 

【参考文献】  S.B.メリアム『質的調査法入門』ミネルヴァ書房、2004 年。 

酒井朗、中村高康、多賀太『よくわかる教育社会学』ミネルヴァ書房、2012 年。 

篠原正典『教育実践研究の方法 SPSS と Amos を用いた統計分析』ミネルヴァ書房、2016 年。 

【学習する上での留意点】 さまざまな調査研究の取り組みに触れ、研究目的・手法について自身の研究との関連について検討する。

先行研究は、学校・階層・マイノリティ・ジェンダー・教師と子ども・ライフヒストリー・非行と逸脱・

教育改革・経済社会と教育・生涯学習社会など教育社会学の射程とする領域について代表的なトピック

を中心に取り上げる 

6 . テ ー マ 教育社会学における調査研究の在り方② 

【学習の目標】 教育社会学的研究の先行事例から学ぶ（前時から引き続き、トピックの紹介など行う） 

【学習の内容】 調査方法論・現実への関与 

【キーワード】 リサーチリテラシー・教育社会学の社会的使命 

【学習の課題】 教育問題をテーマとする調査研究計画を構想する。 

【参考文献】  S.B.メリアム『質的調査法入門』ミネルヴァ書房、2004 年。 

酒井朗、中村高康、多賀太『よくわかる教育社会学』ミネルヴァ書房、2012 年。 

篠原正典『教育実践研究の方法 SPSS と Amos を用いた統計分析』ミネルヴァ書房、2016 年。 

【学習する上での留意点】 さまざまな調査研究の取り組みに触れ、研究目的・手法について自身の研究との関連について検討する 

7 . テ ー マ 教育社会学における調査研究の在り方③ 

【学習の目標】 教育社会学的研究の先行事例から学ぶ（前時から引き続き、トピックの紹介など行う） 

【学習の内容】 調査方法論・現実への関与 

【キーワード】 リサーチリテラシー・教育社会学の社会的使命 

【学習の課題】 教育問題をテーマとする調査研究計画を構想する。 

【参考文献】  S.B.メリアム『質的調査法入門』ミネルヴァ書房、2004 年。 

酒井朗、中村高康、多賀太『よくわかる教育社会学』ミネルヴァ書房、2012 年。 

篠原正典『教育実践研究の方法 SPSS と Amos を用いた統計分析』ミネルヴァ書房、2016 年。 

【学習する上での留意点】 さまざまな調査研究の取り組みに触れ、研究目的・手法について自身の研究との関連について検討する。 

トピックの他、研究方法、研究倫理に関する理解も深める 

8 . テ ー マ 教育社会学における調査研究の在り方④ 

【学習の目標】 教育社会学的研究の先行事例から学ぶ（前時から引き続き、トピックの紹介など行う） 

【学習の内容】 調査方法論・現実への関与 

【キーワード】 リサーチリテラシー・教育社会学の社会的使命 

【学習の課題】 教育問題をテーマとする調査研究計画を構想する。 

【参考文献】  S.B.メリアム『質的調査法入門』ミネルヴァ書房、2004 年。 

酒井朗、中村高康、多賀太『よくわかる教育社会学』ミネルヴァ書房、2012 年。 

篠原正典『教育実践研究の方法 SPSS と Amos を用いた統計分析』ミネルヴァ書房、2016 年。 

【学習する上での留意点】 諸外国の教育事情や教育改革との比較から普遍性と共通性を明らかにする研究事例に触れること 

9 . テ ー マ 教育社会学における調査研究の在り方⑤ 

【学習の目標】 教育社会学的研究におけるデータの取り扱い 

【学習の内容】 調査方法論・現実への関与 



 

 

【キーワード】 リサーチリテラシー・教育社会学の社会的使命 

【学習の課題】 教育問題をテーマとする調査研究計画を構想する 

求められるデータについて収集方法から、分析方法について理解する 

【参考文献】  S.B.メリアム『質的調査法入門』ミネルヴァ書房、2004 年。 

酒井朗、中村高康、多賀太『よくわかる教育社会学』ミネルヴァ書房、2012 年。 

篠原正典『教育実践研究の方法 SPSS と Amos を用いた統計分析』ミネルヴァ書房、2016 年。 

【学習する上での留意点】 量的・質的調査法導入時の課題について検討する 

1 0 . テ ー マ 教育社会学における調査研究の在り方⑥ 

【学習の目標】 教育社会学的研究におけるデータの取り扱い 

【学習の内容】 調査方法論・現実への関与 

【キーワード】 リサーチリテラシー・教育社会学の社会的使命 

【学習の課題】 教育問題をテーマとする調査研究計画を構想する。 

求められるデータについて収集方法から、分析方法について理解する。 

【参考文献】  S.B.メリアム『質的調査法入門』ミネルヴァ書房、2004 年。 

酒井朗、中村高康、多賀太『よくわかる教育社会学』ミネルヴァ書房、2012 年。 

篠原正典『教育実践研究の方法 SPSS と Amos を用いた統計分析』ミネルヴァ書房、2016 年。 

【学習する上での留意点】 収集データの分析と仮説の検証、混合研究法など事例から学ぶ 

1 1 . テ ー マ 教育社会学における調査研究の在り方⑨ 

【学習の目標】 教育社会学的研究から得た示唆をまとめる 

【学習の内容】 調査方法論・現実への関与 

【キーワード】 リサーチリテラシー・教育社会学の社会的使命 

【学習の課題】 研究調査報告①（共同調査または教育社会学先行研究から得た学びについて報告する。） 

【参考文献】  S.B.メリアム『質的調査法入門』ミネルヴァ書房、2004 年。 

酒井朗、中村高康、多賀太『よくわかる教育社会学』ミネルヴァ書房、2012 年。 

篠原正典『教育実践研究の方法 SPSS と Amos を用いた統計分析』ミネルヴァ書房、2016 年。 

【学習する上での留意点】 共同調査研究から得た学びを、自身の修士論文に活かす。または、教育社会学における先行研究から得

た示唆をまとめる 

1 2 . テ ー マ 教育社会学における調査研究の在り方⑩ 

【学習の目標】 教育社会学的研究から得た示唆をまとめる 

【学習の内容】 調査方法論・現実への関与 

【キーワード】 リサーチリテラシー・教育社会学の社会的使命 

【学習の課題】 研究調査報告②（共同調査または教育社会学先行研究から得た学びについて報告する。） 

【参考文献】  S.B.メリアム『質的調査法入門』ミネルヴァ書房、2004 年。 

酒井朗、中村高康、多賀太『よくわかる教育社会学』ミネルヴァ書房、2012 年。 

篠原正典『教育実践研究の方法 SPSS と Amos を用いた統計分析』ミネルヴァ書房、2016 年。 

【学習する上での留意点】 共同調査研究から得た学びを、自身の修士論文に活かす。または、教育社会学における先行研究から得

た示唆をまとめる 

1 3 . テ ー マ 教育社会学特論のまとめ 

【学習の目標】 教育社会学研究の社会的使命について理解する 

【学習の内容】 教育社会学研究の成果と社会貢献 

【キーワード】 ソフト・アカデミズム ハード・アカデミズム 

【学習の課題】 本科目の学びを振り返る 

【参考文献】  受講生の知識と理解度に応じて決定する。 

【学習する上での留意点】 修士論文構想について現時点での取りまとめをしておくこと 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：教育社会学における調査研究の在り方⑦ 

【学習の目標】 教育社会学的研究におけるデータの取り扱い 

【学習の内容】 調査方法論・現実への関与 

【キーワード】 リサーチリテラシー・教育社会学の社会的使命 

【学習の課題】 教育社会学的研究の先行事例（量的）を取り上げ、要旨をまとめること 

【レポート形式】A4 用紙 1 枚程度 

【実施時期と提出期限】第 9 回授業から第 14 回授業時までに提出すること。 

【事後学習】提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：教育社会学における調査研究の在り方⑧ 

【学習の目標】 教育社会学的研究におけるデータの取り扱い 

【学習の内容】 調査方法論・現実への関与 

【キーワード】 リサーチリテラシー・教育社会学の社会的使命 

【学習の課題】 教育社会学的研究の先行事例（質的）を取り上げ、要旨をまとめること 

【レポート形式】A4 用紙 1 枚程度 

【実施時期と提出期限】第 9 回授業から第 14 回授業時までに提出すること。 

【事後学習】提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教育哲学特論 （2単位） 

３．科目番号 EDMP5231 

２．授業担当教員 【池袋】高橋 勝 【名古屋】石﨑 達也 

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 

７．講義概要 

複雑化した現代社会において、生命体として生まれたヒトの子が、「人間に成る」（Menschen-werden, 

Human-becoming）とはどのようなことか。自立と社会化という従来の教育学の基礎概念を、現代教育哲学

の視点から再検討し、多文化、異世界を流動的に行き来しながら新たな生を織り上げていく発達と生成、

成熟の教育哲学を考察する。単一アイデンティティの形成を前提にした近代的発達論に対して、多文化、

異文化と出合いながら自己を脱皮して、重層的で多元的アイデンティティ形成に向かう現代の人間形成の

構造を、受講生とともに明らかにする哲学的研究作業が本講義の概要である。 

８．学習目標 

まず、これまでの教育学の基本概念である自立と社会化の概念を受講者に理解させるために、カントの

自立とデュルケムの社会化の概念を資料をとして提示し、それぞれが、個人中心と集団中心の人間形成の

論理であることを受講者が理解できるようにする。この個人と集団の対立図式が、J.J.ルソーからFr.W.ヘ

ーゲルに至る近代教育学の基本構図となってきたことを受講者に理解させた上で、この個人と集団を統合

的に関係づける概念としてE.エリクソンのアイデンティティ論が提示されてきたことを説明する。このア

イデンティティ論は、今日の人間形成論に多大な影響を与えてきたが、1990年代以降のグローバル化の波

とともに、ヒト、モノ、情報が国境を超えて移動する時代になると、一元的アイデンデンティよりも、数々

の異文化を取り込んで編集し直す多元的アイデンティティを織り上げていく時代を迎える。受講生が、他

者や異文化と出会うことで、それまでの狭い自己が崩壊し、新たな自己が生み出されてきた経験を振り返

り、それを記述し、発表し合うことで、生のメタモルフォーゼ（自己変成）を実感すること、そしてこの

実感を研究活動に反映させるようになることが、本講義の目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業内容に関する800字程度の感想小レポートの課題を出すことを考えている。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】高橋勝『流動する生の自己生成――教育人間学の視界』東信堂、2014 

【参考書】高橋勝『子どもが生きられる空間――生・経験、自己生成』東信堂、2014 

高橋勝・新井保幸編『教育哲学の再構築』福村出版、2006 

          高橋勝・新井保幸編『教育哲学』樹村房、1994 

     皇紀夫他編『臨床教育学序説』柏書房、2002 

     M.ヴァン=マーネン（村井尚子訳）『生きられた経験の探究――人間科学がひらく感受性豊かな

〈教育〉の世界』ゆみる出版、2011 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

出席率 20％、小レポート及び最後の課題レポートの内容 80％。 

○評定の方法 

出席率、小レポート、最後の課題レポートの内容を総合的に判断して、評価する。 

 

12．受講生への 

メッセージ 

常識にとらわれず、自分たちのイマジネーションと創造的思考力をフル回転できる授業にしましょう。 

13．オフィスアワー 授業中に知らせる。 

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 現代における人間の自己形成、相互生成、成熟 

【学習の目標】グローバル定常型社会における新しい教育課題と実践を考える。 

【学習の内容】近代教育は、子どもの自立に向けて文化の伝達に力を入れてきたが、後発型近代化の時代が終わり、グローバル定常

型社会になった現代の教育の主題は、人間の「幸福」（well-Being）に向けたさまざまな生涯学習の場づくりである。 

【キーワード】近代教育、グローバル定常型社会、幸福、生涯学習 

【学習の課題】グローバル定常型社会における教育課題を自由に考える。  

【参考文献】広井良典『グローバル定常型社会――地球社会の理論のために』岩波書店、2009   

【学習する上での留意点】現代とはいかなる時代か、そこに求められる教育イメージを自由に構想するようにアドバイスする。  

2 . テ ー マ 現代の教育哲学——生命と文化 

【学習の目標】現代社会、生命、文化、教育の関係を、哲学的に深く考察する。 

【学習の内容】現代とはいかなる時代かを深く考え、生命体としての人間という原点に立ち返って文化をとらえ直す。  

【キーワード】現代社会、生命、文化、教育 

【学習の課題】現代社会、生命、文化、教育の関係を深く考察する。 

【参考文献】見田宗介『現代社会はどこに向かうのか――高原の見晴らしを切り開く』岩波書店、2018  

【学習する上での留意点】社会哲学と教育哲学の関連を注視させる。   

3 . テ ー マ 社会化と教育 

【学習の目標】教育における啓蒙主義、個人主義、自立、社会化、相互主観的な生世界等の概念を学ぶ。  

【学習の内容】個人主義教育への批判として登場したデュルケムの「社会化」論を、現象学的社会学の視点から捉え直す。  

【キーワード】啓蒙主義、個人主義、自立、社会化、相互主観的な生世界  

【学習の課題】教育における啓蒙主義、個人主義、自立、社会化、相互主観的な生世界等の概念を説明する。  

【参考文献】 E.デュルケム（麻生誠・山村健訳）『道徳教育論』講談社学術文庫、2010  



 

 

【学習する上での留意点】テーマがカタイので、楽しく、わかりやすい授業をするように心がける。  

4 . テ ー マ 現象学――生命と生世界 

【学習の目標】生世界、世界の相互主観的構築等の現象学の用語を使って、人間が生きる世界を理解する方法を学習する。 

【学習の内容】子ども、若者、大人が生きる「生世界」を理解する方法として、現象学の方法を詳述する。  

【キーワード】現象学、自然主義的態度、エポケー（保留）、生世界（Lebenswelt）、世界の相互主観的構築  

【学習の課題】エポケー（保留）、生世界、世界の相互主観的構築等の現象学の用語を使って、人間が生きる世界を解読する。   

【参考文献】E.フッサール（細谷恒夫・木田元訳）『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』中公文庫、1995   

【学習する上での留意点】 現象学の用語をわかりやすく解説する。 

5 . テ ー マ プラグマティズム――生命と知の自己更新 

【学習の目標】J.デューイを中心としたプラグマティズムの教育哲学を学習する。 

【学習の内容】現代日本の教育改革にも強い影響を与えている J.デューイの実験主義的教育思想を詳述する。  

【キーワード】プラグマティズム、経験の再構成、進化論とヘーゲル思想、実験主義、社会的個人主義 

【学習の課題】デューイの言う「経験の再構成」とは何かを、深く考察する。  

【参考文献】J.デューイ（松野安男訳）『民主主義と教育』（上・下）岩波文庫、2015   

【学習する上での留意点】同じく生（life）に注目するが、プラグマティズムと現象学の視点の違いを丁寧に説明する。 

6 . テ ー マ 問題感受から解決へ、という経験 ―― J,デューイ 

【学習の目標】デューイ哲学における「経験」の意独自な味を深く学習する。 

【学習の内容】デューイの経験は、イギリス経験論的なセンス・データ論とは異なり、観念が構築し、編集していくものである。  

【キーワード】センス・データ論、観念論、構築主義、行動主義 

【学習の課題】デューイ哲学における「経験」の独自な意味を、各自で深く探究する。 

【参考文献】J.デューイ（市村尚久訳）『学校と社会／・子どもとカリキュラム』講談社学術文庫、2000  

【学習する上での留意点】J.ロック以降のイギリス経験論とは異なるデューイの経験主義を詳述する。 

7 . テ ー マ 「正統的周辺参加」という経験 ―― J.レイヴ・E.ウェンガー  

【学習の目標】J.レイヴと E.ウエンガーンの学説を紹介しながら、「学ぶ」ということは、ある状況に周辺から参加しつつ、熟達者

と応答を繰り返しながら、状況に深く組み込まれていく「参加プロセス」であることを学習する。 

【学習の内容】正統的周辺参加の理論と実践方法を学習する。 

【キーワード】正統的周辺参加、状況に埋め込まれた学習、リフレクティブな思考と実践、熟達 

【学習の課題】正統的周辺参加、状況に埋め込まれた学習、リフレクティブな思考等の語を駆使して、問題解決の方法を考える。  

【参考文献】J.レイヴ・E.ウェンガー（佐伯胖訳）『状況に埋め込まれた学習――正統的周辺参加』産業図書、2003   

【学習する上での留意点】この思考方法を、自己の研究の方法としても活用できるように指導する。  

8 . テ ー マ 「リフレクティブな（省察する）実践」という経験――D.ショーン 

【学習の目標】リフレクティブな知とは何か、それをどう磨いていくのかを学習する。 

【学習の内容】医師、看護師、教師等の対人的行為の専門家が習得する知は、単なる技術的合理性によるものではなく、個々の「状

況に埋め込まれた意味」を深く感受し認知できる「リフレクテヴな（省察する）知」であることを学習する。 

【キーワード】リフレクティブな実践、専門家の知、技術的合理性、行為の中のリフレクション 

【学習の課題】受講生が、リフレクティブな知と実践を自分のものにできるか。 

【参考文献】D.A.ショーン（柳沢昌一・三輪建二訳）『省察的実践とは何か――プロフェッショナルの行為と思考』鳳書房、2013  

【学習する上での留意点】リフレクティブな思考と実践をしっかりと身につけさせる。  

9 . テ ー マ 

 
偶然降りかかる「受苦的経験」――O.F.ボルノー 

【学習の目標】経験学習と体験学習の厳密な違いを、ドイツ語の意味から説明する。  

【学習の内容】「偶然的経験から学ぶ」ということの深い意味を考察する。 

【キーワード】偶然的経験、経験と体験の違い、予測のための経験、沈殿する体験 

【学習の課題】経験学習と体験学習の厳密な違いを説明する。 

【参考文献】O.F.ボルノー（浜田正秀訳）『人間学的に見た教育学』玉川大学出版部、2002    

【学習する上での留意点】経験と体験の違いなど、コトバを厳密に使うように指導する。   

1 0 . テ ー マ 言語化以前の存在のカオス ―― M.ハイデガー １ 

【学習の目標】経験とは何かを多面的に考察する。 

【学習の内容】主客未分で不定形の純粋経験（西田幾多郎）と存在開示のハイデガーの経験概念を比較する。 

【キーワード】純粋経験、存在開示、経験、現存在、世界 

【学習の課題自己変容のきっかけとしての経験の概念を学ぶ。  

【参考文献】M.ハイデガー（原佑訳）『存在と時間』中央公論社、1979 

      井筒俊彦『意味の深みへ――東洋哲学の水位』2019   

【学習する上での留意点】ハイデガーにおける経験の概念を学ぶ。  

1 1 . テ ー マ 偶然降りかかる出来事 Ereignis）――M.ハイデガー ２ 

【学習の目標】人間形成における受動的で、受苦的な経験から学ぶ、とはどのようなことかを考える。 

【学習の内容】偶然的世界を生きる人間の経験とは、偶発的、受動的、受苦的であるというハイデガー哲学に学ぶ。 

【キーワード】偶発的経験、受動的経験、受苦を乗り越える生 

【学習の課題】受苦的経験から学ぶとはどのようなことか、考察する。  

【参考文献】M.ハイデガー（原佑訳）『存在と時間』中央公論社、1979    

【学習する上での留意点】不意に襲いかかる「出来事」に、人間はどう対処していくのか。  

1 2 . テ ー マ 未来を予知する経験（Empirie ）／ 偶然降りかかる経験（Erfahrung） 

【学習の目標】2つの経験の違いを踏まえて、子ども、若者の経験の受動性を理解する。 



 

 

【学習の内容】試行錯誤し、実験する「経験１」と、彷徨し遍歴する「経験２」とは、同じ経験でもその意味内容は全く異なる。 

【キーワード】試行錯誤し実験する「経験１」、彷徨し遍歴する「経験２」 

【学習の課題】２つの経験は、どう違うのかを説明する。 

【参考文献】M.ハイデガー（原佑訳）『存在と時間』中央公論社、1979    

【学習する上での留意点】具体例を沢山出して、わかりやすく説明する。 

1 3 . テ ー マ 経験のメタモルフォーゼ（自己変成）  

【学習の目標】経験のメタモルフォーゼとは何かを検討する。 

【学習の内容】異文化を遍歴することで、自己は傷つきながらも、変容を遂げていく。そのプロセスを解読する。  

【キーワード】メタモルフォーゼ、自己変容、自己省察、異世界を生きる  

【学習の課題】 経験のメタモルフォーゼを、自分の例で省察（リフレクション）してみる。 

【参考文献】やまだようこ『人生を物語る――生成のライフストーリー』ミネルヴァ書房、2010  

Roland Martin: Educational Metamorphoses, Philosophical Reflection on Identity and Culture（2007）.Rowman & 

Littlefield Publishers, New York.   

【学習する上での留意点】狭い洞窟から外に出る、という洞窟の比喩から、「学ぶこと」と「生きること」の深い意味を考える。  

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「生命体としてのヒトの子が人間に成るとはどのような
ことか」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙、横書き 1 枚（1200 字程度） 

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、意見交換等を、第 7 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、意見交換等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：第 6 回～第 11 回の講義内容を踏まえて、「人間形成において経験はいかなる意味を有するか」に

ついてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙、横書き 1 枚（1200 字程度） 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換等を、第 13 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、意見交換等を通して学んだことをまとめる 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法学特論 （2 単位） 池袋・名古屋 

３．科目番号 

 

EDMP5235 

 ２．授業担当教員 【池袋】片岡 浩  【名古屋】下出 美智子 

４．授業形態 講義と演習（ディスカッション。グループ学習等） 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。 

７．講義概要 

我が国における現代の教育の動向や課題を概観すると共に、教育理論と実践が有効に関連しながら実践

に生きる、教育方法のあり方を追求する。具体的には、文献を通して芸術を中心とした表現教育の教育学

的位置づけと意義について論述する。更に、授業分析や観察や体験を通して、子どもの表現の様相、授業

の構造、授業の方法、授業を成立させる諸要因等について解明していく。 

８．学習目標 

1.理論研究を通して、芸術を中心とした表現の教育学的位置づけと意義について理解する。 

2.授業分析等を通して、子供の表現の様相や授業構造や授業方法について分析・考察する。 

3.五感を使った表現体験を通して、人が表現することの意味を探る。 

4.以上の学習を通して、実践に生きる教育方法について検討する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業の事前、事後に配布される論文や書籍を購読し、内容の説明ができるようにしておく。 

その他、授業ごとに指示する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

なし。必要な資料は配布する。 

【参考文献】 

・下出美智子『知的障害のある青年達の音楽行為』風間書房,2011 

・小島律子・澤田篤子編『音楽による表現の教育―継承から創造へ―』晃洋書房,1998 

・下出美智子『言葉・動き・音楽による表現の実践的研究』風間書房,2016 

・日本学校音楽教育実践学会編『生成を原理とする 21 世紀音楽科カリキュラム－幼稚園から高等学校まで

ー』東京書籍,2006  

・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,2003 

・河合隼雄『臨床教育学入門』岩波書店,1995 

・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,1995  

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・文献購読、及び授業分析等を通して、感性の教育の重要性、表現の教育的意義等について論述すること

ができる。 

・授業分析等を通して、子供の表現や発達の様相や授業の構造や授業方法について、感じ考え、想像し、

独自の提案を行うことができる。 

・創意工夫を凝らした表現体験を通して、表現することの意味を探ることができる。 

○評定の方法 

日常の授業態度 10％、取り組み（試行錯誤や創意工夫等、自ら感じ考え思考し行動する姿勢）20％ 

出席状況 20％、レポート＆課題 50％として、総合的に評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

教師、研究者としての資質・能力の向上に努めてほしい。 

研究論文作成に向け進んで文献・資料収集、調査を行う等、試行錯誤しながら学びを深めて下さい。 

13．オフィスアワー 事前にメール等でアポイントをとって下さい。 

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（授業の進め方、評価等について）。教育学における理論と実践の融合 

【学習の目標】教育学における理論と実践の融合について理解を深める。  

【学習の内容】理論と実践の融合とは何か。  

【キーワード】教育学、実践学、理論と実践の融合 

【学習の課題】理論と実践の融合について理解できる。 

【参考文献】『子どもたちの想像力を育む―アート教育の思想と実践』、『生成を原理とする 21 世紀音楽科カリキュラム』 

【学習する上での留意点】参考文献を読み学習内容についての理解を深めておくこと。 

2 ～ 3 . テーマ 教育学における芸術表現の位置付けと意義 

【学習の目標】教育学における芸術表現の位置付けと教育的意義について理解を深める。 

【学習の内容】DVD「関西の音風景」の視聴。序章「表現の原理と教育的意義」、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」の購読。  

【キーワード】表現の教育、芸術、文化、創造 

【学習の課題】DVD 及び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】 小島律子・澤田篤子編『音楽による表現の教育―継承から創造へ―』 

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』 

【学習する上での留意点】事前に参考文献を熟読しておくこと。 

 4 . テ ー マ 教育学における感性の教育の意義 

【学習の目標】感性の教育の意義について実践的に理解を深める。 

【学習の内容】２～４で学んだことについての整理と実践。 

【キーワード】教育学、音楽・美術、芸術、文化、創造 

【学習の課題】文献を通して学んだことを体験・実践したり、自分の考えを発表したりできる。 

【参考文献】 『子どもたちの想像力を育む―アート教育の思想と実践』、『音楽による表現の教育―継承から創造へ―』  

【学習する上での留意点】今までに学んだことを整理し、自分の考えを発表できるように準備しておくこと。 



 

 

5 ～ 7 . テーマ 子どもの音楽・美術による表現〔特別支援を含む〕 

【学習の目標】子どもの音楽・美術による表現（特別支援を含む）について、書籍や論文や実践報告を通して理論的・実践的に学ぶ。 

【学習の内容】子どもの表現の発達、表現の指導内容、教材開発、指導案等の分析・考察。 

【キーワード】表現の発達、五感の教育、障害児、インクルーシブ教育、アクティブ・ラーニング、授業観察  

【学習の課題】キーワードについて事前に調べ授業で概要を説明することができる。 

【参考文献】 下出美智子『知的障害のある青年達の音楽行為』、下出美智子『言葉・動き・音楽による表現の実践的研究』 

その他、資料配布。   

【学習する上での留意点】音楽や美術教育に関する文献や専門書にできるだけ沢山、目を通しておくこと。 

8 ～ 9 . テーマ 学校における表現の授業分析 

【学習の目標】授業記録や観察を基に、表現の授業分析の仕方を学ぶ。  

【学習の内容】子供の表現の発達、授業の構造、教師の支援等の視点から授業分析する。 

【キーワード】表現の変容、エレメンタールな表現、教師の支援 

【学習の課題】分析視点に沿ってレポート作成を行い、意見発表できる。  

【参考文献】 『知的障害のある青年達の音楽行為』等 

【学習する上での留意点】上記参考文献を読み要点を整理しておくこと。   

10～12.テーマ 学校における表現の授業を成立させる諸要因 

【学習の目標】表現の授業を成立させる諸要因について探る。   

【学習の内容】表現の授業における楽しさとは。仲間との協同とコミュニケーションの成立。    

【キーワード】授業の楽しさ、コミュニケーション、協同  

【学習の課題】分析視点に沿ってレポート作成を行い意見発表ができる。   

【参考文献】 『言葉・動き・音楽による表現の実践的研究』、第７章「動きづくりに見られるコミュニケーションの成立」、第８章

「仲間と共に学ぶ楽しさの質の変容」 

【学習する上での留意点】授業終了後、要点を整理しておくこと。  

1 3 . テ ー マ これまでのまとめ 

【学習の目標】これまでの学習を通して理解し発見したことを実践にどのように生かすのか、整理し発表する。 

【学習の内容】これまでのまとめとレポート発表。 

【キーワード】教育方法、子どもの表現、授業分析、授業の成立要因 

【学習の課題】本講義の成果を整理し発表することができる。  

【参考文献】 これまでの資料。 

【学習する上での留意点】事前にレポートを作成し、指定された時間内に研究成果を報告する。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第１回から第３回までの講義内容をふまえて、「教育学における芸術表現の位置付けと意義」につ

いてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：Ａ４ １枚 1000 字程度 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：提出物は第４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５回授業終了時に教室で行う。 

     添削内容等については引き続き質問がある場合はその後も、各回の授業終了後に随時受け付け、指導を

行う。 

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：第５回から第９回までの講義内容をふまえて、「感性の教育における表現の授業のあり方」につい

て、レポートにまとめなさい。 

ポート形式：Ａ４ １枚 1000 字程度 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：提出物は第 10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 11回授業終了時に教室で行う。 

     添削内容等については引き続き質問がある場合はその後も、各回の授業終了後に随時受け付け指導を行

う。 

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 子ども家庭福祉特論／地域連携福祉教育特論（2 単位） 

３．科目番号 

 

EDMP5348 

EDMP5316 

 
２．授業担当教員 【池袋】水島 正浩・鈴木 路子【名古屋】鈴木 路子 

４．授業形態 講義、演習、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 
1年生 

７．講義概要 

家庭の状況や生活、地域の環境等は子どもの成育に多大な影響を及ぼしている。本講義では、そうし

た子どもを取り巻く家庭や生活、地域環境の中にあって、子ども家庭福祉の果たす役割や内容について、

理論的変遷や政策展開等を理解する。また、子どもをめぐる諸課題に対する福祉援助(スクールソーシャ

ルワーク等)による支援方法や具体的実態について探索し、考察を深める。さらに、子どもをめぐる諸課

題について取り上げ、これまでの取組みや研究等を踏まえた福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を

活用した解決に向けての援助プランを構想する等、実践的な学びを深める。 

 

８．学習目標 

１．子ども家庭福祉の果たす役割や内容について、理論的変遷や政策展開等を理解し、今後のあり方に

ついての自身の考えを構想する。 

２．子どもをめぐる諸課題に対する福祉援助(スクールソーシャルワーク等)による支援方法や具体的活

動について探索し、自身の考えを構想する。 

３．子どもをめぐる課題について取り上げ、福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を活用した解決に

向けての援助プランを構想する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

以下３点の課題に対する自身の見解、分析結果等についてまとめ、提出及び発表を行う。 

① 子ども家庭福祉の果たす役割や内容について整理し、今後のあり方について自身の見解をまとめ

る。 

② 自身が着目する子どもをめぐる課題に対する福祉援助(スクールソーシャルワーク等)の支援方法

や具体的活動について探索し、自身の見解をまとめる。 

③ 自身が着目する具体的事例を提示し、福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を活用した援助プラ

ンを作成する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規 

山野則子他編著『よくわかるスクールソーシャルワーク』ミネルヴァ書房 

【参考文献】 

山下栄三郎他編著『スクールソーシャルワーク論』学苑社 

米川和雄『スクールソーシャルワーク実習・演習テキスト』北大路書房 

日本学校ソーシャルワーク学会編集『スクールソーシャルワーカー養成テキスト』中央法規 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子ども家庭福祉やスクールソーシャルワークの必要性や内容を理解し、説明ができる。 

２．子どもを取り巻く諸課題に対する具体的活動の調査や援助プラン作成を通じて、福祉的視点で解決

法を構想できる。 

３．ディスカッションスやプレゼンテーションなど通してスキルを向上させ、活用することができる。 

○評定の方法 

授業への積極的な参加度４０％、課題６０％（①②③各２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

子ども家庭福祉とは何か、現在の状況を理解して頂きながら理解を深めて頂きたいと考えています。

また、具体的な事例や研究調査、受講生の持つ経験なども共有しながら、諸課題について考察を深めて

いって頂きたいと考えています。従いまして、受講生の状況に応じて、適宜授業内容や課題等を変更し

ていきたいと思います。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

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 オリエンテーション 

【学習の目標】シラバスの確認等を行い、講義概要や課題等を理解する。 

【学習の内容】講義の目的、課題や評価、各講義の内容等を確認する 

【キーワード】子ども家庭福祉 スクールソーシャルワーク 

【学習の課題】シラバスや各講義の内容について整理し、互いの交流を図る。 

【参考文献】 教科書 参考文献等の紹介 

【学習する上での留意点】教員及び各受講生の自己紹介通して互いの理解を深める。  

２ . テ ー マ 子ども家庭福祉の果たす役割や内容について 

【学習の目標】子ども家庭福祉の果たす役割や内容について理解する。 

【学習の内容】教科書や資料等を基に、子ども家庭福祉の果たす役割や内容について理解する。 

【キーワード】子ども家庭福祉  

【学習の課題】子ども家庭福祉の果たす役割や内容について整理する。 

【参考文献】 社会福祉士養成講座編集委員会『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規 

【学習する上での留意点】我が国においてなぜ子ども家庭福祉が必要となったのかについて理解を深める。  

３ . テ ー マ 子ども家庭福祉の理論的変遷について 

【学習の目標】子ども家庭福祉の理論的変遷について理解する。 



 

 

【学習の内容】教科書や資料等を基に、子ども家庭福祉の理論的変遷について理解する。 

【キーワード】子ども家庭福祉 理論的変遷  

【学習の課題】子ども家庭福祉の理論的変遷について整理する。 

【参考文献】 社会福祉士養成講座編集委員会『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規 

【学習する上での留意点】我が国においてどのように子ども家庭福祉の理論が変遷してきたのか理解を深める。  

４ . テ ー マ 子ども家庭福祉の政策的展開について 

【学習の目標】子ども家庭福祉の政策的展開について理解する。 

【学習の内容】教科書や資料等を基に、子ども家庭福祉の政策的展開について理解する。 

【キーワード】子ども家庭福祉 政策的展開 

【学習の課題】子ども家庭福祉の政策的展開について整理する。 

【参考文献】 社会福祉士養成講座編集委員会『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規 

【学習する上での留意点】我が国においてどのように子ども家庭福祉の政策が展開されてきたのか理解を深める。  

５ . テ ー マ 今後のあり方について 

【学習の目標】子ども家庭福祉の今後のあり方について自身の見解をまとめる。 

【学習の内容】子ども家庭福祉の果たす役割や内容について、ディスカッションを行い今後のあり方を考察する。 

【キーワード】子ども家庭福祉 今後のあり方 

【学習の課題】以下の課題に対する自身の見解、分析結果等についてまとめ、ディスカッションを行う。 

①子ども家庭福祉の果たす役割や内容について整理し、今後のあり方について自身の見解をまとめる。 

【参考文献】 社会福祉士養成講座編集委員会『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規 

【学習する上での留意点】自身の考えを整理して表明し、相互に考えを深める。  

６ . テ ー マ 課題① 

【学習の目標】子ども家庭福祉の果たす役割や内容について、理論的変遷や政策展開等を理解し、今後のあり方を構想する。 

【学習の内容】子ども家庭福祉の果たす役割や内容について理解し、今後のあり方への自身の考えを発表する。 

【キーワード】子ども家庭福祉 役割や内容 今後のあり方 

【学習の課題】以下の課題に対する自身の見解、分析結果等についてまとめ、提出及び発表を行う。 

①子ども家庭福祉の果たす役割や内容について整理し、今後のあり方について自身の見解をまとめる。 

【参考文献】 社会福祉士養成講座編集委員会『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規 

【学習する上での留意点】我が国における子ども家庭福祉の歴史や現状について体系的に理解を深める。  

７ . テ ー マ 子どもをめぐる課題について 

【学習の目標】子どもをめぐる諸課題について理解する。 

【学習の内容】教科書や資料等を基に、子どもをめぐる諸課題について理解する。 

【キーワード】子どもを取り巻く課題   

【学習の課題】子どもを取り巻く課題について整理する。 

【参考文献】 山野則子他編著『よくわかるスクールソーシャルワーク』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】幅広い視点から課題について捉える 

８ . テ ー マ 福祉援助(スクールソーシャルワーク等)について 

【学習の目標】福祉援助(スクールソーシャルワーク等)について理解する。 

【学習の内容】教科書や資料等を基に、福祉援助(スクールソーシャルワーク等)について理解する。 

【キーワード】福祉援助(スクールソーシャルワーク等)  

【学習の課題】福祉援助(スクールソーシャルワーク等)について整理する。 

【参考文献】 山野則子他編著『よくわかるスクールソーシャルワーク』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】福祉援助(スクールソーシャルワーク等)について具体的に把握する 

９ . テ ー マ 着目する子どもをめぐる課題について 

【学習の目標】自身が着目する子どもをめぐる課題について探索する。 

【学習の内容】文献やインターネット等を活用し、着目する子どもをめぐる課題の状況について調べる。 

【キーワード】子どもをめぐる課題  

【学習の課題】自身が着目する子どもをめぐる課題に対する状況を調べ、整理する。 

【参考文献】 山野則子他編著『よくわかるスクールソーシャルワーク』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】課題に関する現状について幅広い視点で調べる。 

１ ０ . テ ー マ 着目する課題に対する福祉援助(スクールソーシャルワーク等)の具体的活動について 

【学習の目標】着目する子どもをめぐる課題に対する福祉援助(スクールソーシャルワーク等)による支援方法や具体的活動につ

いて探索する。 

【学習の内容】文献やインターネット等を活用し、着目する子どもをめぐる課題に対する福祉援助(スクールソーシャルワーク等)

による支援方法や具体的活動について探索する。 

【キーワード】子どもを取り巻く課題 スクールソーシャルワーク  

【学習の課題】着目する子どもをめぐる課題に対する福祉援助(スクールソーシャルワーク等)による支援方法や具体的活動につ

いて探索し、整理する。 

【参考文献】 山野則子他編著『よくわかるスクールソーシャルワーク』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】課題に関する活動事例や調査について幅広く探索する。 

１ １ . テ ー マ 子どもをめぐる課題の具体的事例について 

【学習の目標】自身が着目する子どもをめぐる課題について取り上げる。 

【学習の内容】自身が着目する具体的事例を提示できるよう、探索する。 

【キーワード】 具体的事例  



 

 

【学習の課題】 自身が具体的事例の概要について、提示できるよう整理する。 

【参考文献】 社会福祉士養成講座編集委員会『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規 

山野則子他編著『よくわかるスクールソーシャルワーク』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】実際に活用する資源やサービスについても具体的に提示する。 

１ ２ . テ ー マ 課題に対する福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を活用した解決に向けての援助プランについて① 

 
【学習の目標】取り上げた課題について、福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を活用した解決に向けての援助プランを構想

する。 

【学習の内容】自身が着目する具体的事例を提示し、福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を活用した援助プランを作成する。 

【キーワード】 スクールソーシャルワーク 援助プラン 

【学習の課題】自身の着目する具体的事例を提示し、福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を活用した援助プランを作成して

発表できるよう準備する。 

【参考文献】 社会福祉士養成講座編集委員会『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規 

山野則子他編著『よくわかるスクールソーシャルワーク』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】実際に活用する資源やサービスについても具体的に提示する。 

１ ３ . テ ー マ 課題に対する福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を活用した解決に向けての援助プランについて② 

【学習の目標】取り上げた課題について、福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を活用した解決に向けての援助プランを構想

する。 

【学習の内容】自身が着目する具体的事例を提示し、福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を活用した援助プランを作成する。 

【キーワード】 スクールソーシャルワーク 援助プラン 

【学習の課題】自身の着目する具体的事例を提示し、福祉援助(スクールソーシャルワーク等)を活用した援助プランを作成して

発表できるよう準備する。 

【参考文献】 社会福祉士養成講座編集委員会『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規 

山野則子他編著『よくわかるスクールソーシャルワーク』ミネルヴァ書房 

【学習する上での留意点】実際に活用する資源やサービスについても具体的に提示する。 

課題研究 
1 

課題研究テーマ：第７回～第１０回の講義内容を踏まえて、自身が着目する子どもをめぐる課題に対する福祉援助
(スクールソーシャルワーク等)による支援方法や具体的活動について探索し、自身の見解をまとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙 2 枚 2000 字程度（授業中に配布） 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に提出する。 

      提出及び発表を行い、質疑応答・意見交換等を教室で行う。 

事後学習：質疑応答・意見交換等を通してさらに考察を深める。 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：第１１回～第１３回の講義内容を踏まえて、自身の着目する具体的事例を提示し、福祉援助(ス

クールソーシャルワーク等)を活用した援助プランを作成する。 

レポート形式：Ａ４用紙 2 枚 2000 字程度（授業中に配布） 

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。 

      提出及び発表を行い、質疑応答・意見交換等を教室で行う。 

事後学習：質疑応答・意見交換等を通してさらに考察を深める。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 生涯発達心理学特論／教育臨床心理学特論 

３．科目番号 

 

EDMP5341 

EDMP5327 

 
２．授業担当教員 原 千恵子 

４．授業形態 講義・教科書文献を読み自分の考えをまとめ発表する。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学概論・発達心理学・老年心理学を学んでいることが望ましい。 

７．講義概要 
長いスパンで発達を考え、生涯をより良く生きるために心理学の知見をどのように獲得し、生かすかを考

え学んでいく。 

８．学習目標 健康で豊かな人生を生きるために何が必要か。心理学は何を提供しているかを考える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

ライフステージにおける目標はなにか。どのようにそれを達成していくか。について考える 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

「心理学 A to Z」原千恵子編・著学苑社 

「実践から学ぶやさしい心理学」原千恵子・奥村水沙子著 学苑社 

【参考書】 

「思考力」外山滋比古 さくら舎、 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準  レポート、授業態度 出席状況 

○評定の方法  ①レポートの内容、②授業中の授業に対する態度、③出席状況 などについて評定する。 

12．受講生への 

メッセージ 

人が「生きる」ことを重視してみよう。他人も自分も大人もこどももどのようにして生きていくのだろう

か。それをじっくり考えてみよう。 

13．オフィスアワー 授業の前後いつでも来てください。 

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 － ５ . ヒトの原点を理解する。 

【学習の目標】人の原点を学ぶ  

【学習の内容】赤ちゃんの知覚・認知の実態  身体運動・生理の仕組み  

【キーワード】赤ちゃんの知覚・能力・共感覚  

【学習の課題】赤ちゃんの世界をさぐる  

【参考文献】「赤ちゃん学を学ぶ人のために」小西行郎・遠藤俊彦編 世界思想社 

【学習する上での留意点】赤ちゃんの理解されていないがわかってきた状況を確認し、ヒトの本質をかんがえてみる。 

６ － 1 0 学び・働く人への援助  健康・適応・進歩・向上のために必要なこと 

【学習の目標】学校・職場・社会に適応するときにどんな問題に遭遇するか、乗り越えるため心理学の何が役立つかを考える。 

       何を目当てに生きていくのか、を考える。 

【学習の内容】心理テストがめざすものはなにか。を考える。 

【キーワード】知能テスト、性格テスト、職能テストの基本はなにか。 

【学習の課題】不適応はテストに表現される。それで充分か。 

【参考文献】 各種心理テスト・試験の再考「心理学 A to Z」原 千恵子他  松原達哉心理テスト法入門 日本文化科学社 

【学習する上での留意点】「生きる」、「生活する」上でだいじなものはなにか、考えてみる。 

1 1 － 1 3 学び続けること、老いの受容・への援助   

【学習の目標】①教育から学習へ。生涯教育とは何か、について学ぶ。②老いについて学ぶ ③老いを援助することについて学ぶ。 

【学習の内容 実践活動に伴った学習。時代の変化に即応する学習。について学ぶ 

【キーワード】学びあい・共育・実践・英知 

【学習の課題】人が向上するとはどんなことか、考えてみる。 

【参考文献】 新しい時代の生涯学習 関口玲子他 有斐閣アルマ 

課題研究１ 

課題研究テーマ：生涯教育の現状と方法に関して、生涯教育の理想（＝学びあい、共有とはなにか）についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 2,000 字 

提出期限：2020 年 5 月 7 日までに自宅に郵送すること。提出先は別途伝えます。 

     提出後、添削指導や評価して指導する。 

参考文献：新しい時代の生涯学習 関口玲子他 有斐閣アルマ 

     生涯学習社会の構図 小池源吾 手打明敏 福村出版 

事後学習：日本における学校、大学の改革がどのように実践されているか調べまとめる。 

自分の住んでいる地域にどのような生涯学習機関があり、どのような実践がなされているか 

実態を調べる 

課題研究２ 

課題研究テーマ：「老い」について理解し、人が向上するとはどんなことかを考えレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 2,000 字 

提出期限：2020 年 5 月 7 日までに自宅に郵送すること。提出先は別途伝えます。 

     提出後、添削指導や評価して指導する。 

参考文献：老年心理学 高齢化社会をどう生きるか 2012 原千恵子他 培風館 

     ふたりの老女 ヴェルマ・ウォーリス 亀井よし子訳 草思社文庫 

事後学習：高齢社会白書（内閣府）を読み、高齢者の実態を理解する。地域の包括支援センターの仕事を理解する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生徒指導特論 （2 単位） 

３．科目番号 

 

EDMP5344 

 ２．授業担当教員 【池袋】丹 洋一 【名古屋】石﨑 達也 

４．授業形態 講義・演習・集団討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「学級経営学特論」と合わせて履修することが望ましい。 

７．講義概要 

生徒指導に求められているのは、児童生徒の自発性と自律性を育み、自己指導能力を育成することであり、

これは教育課程にある全ての教育活動を効果的に実践する上において必要なものである。つまり、生徒指

導は、学校教育の根幹を支える重要な教育活動であり、すべての教師がすべての児童・生徒を対象に行う

ことが求められる。本講義では、まず、この広義の生徒指導を構成するところの①生徒指導（狭義）、②進

路指導も含むキャリア教育、③教育相談について、その理論的枠組みについて概説し、現状及び課題につ

いて考察する。その上で児童・生徒の問題行動を取り上げ、開発的、予防的なかかわり方について考察す

る。さらに、児童生徒理解や問題行動のとらえ方、児童生徒と教師の教育的関係の構築に関する理論・実

践を検討・分析する中で、受講者各自の生徒指導への関心・問題意識をもとにした研究テーマに関する指

導・助言も行う。 

８．学習目標 

教師による生徒指導は、個人的な経験に偏ることなく、教育的事象を検討・分析する力と、その結果に基

づいて諸問題を解決することが求められる。一方で生徒指導は児童生徒の育成にかかわる活動であるため、

理論と実践を有機的に結びつけることが求められる。そのため本講義では、生徒指導に関する理論の理解

のみならず実践的な方法や技術を身につけることを目指す。主な学習目標は次の４点である。 

1. 生徒指導に関し、先行研究の分析・考察を行うとともに、その特質について、多角的な視点から捉え、

批判的な視点をもちつつ論じることができる。 

2. 発達段階に応じた児童生徒理解のあり方について、理論・方法を分析・考察するための先行研究を分析・

考察し、批判的な視点をもちつつ多角的な視点から論じることができる。 

3. 教育課程外の教育活動（生徒指導、キャリア教育、教育相談）の構造と内容について、多角的な視点か

ら論じることができる。 

4. 個々の事例における児童生徒の問題行動の特徴や課題に応じて、自ら予防・解決に向けた対策を立てる

ことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

事前に配布された資料は、熟読し、要点を報告できるようにしておくこと。また、次の内容については予

習しておくことが望ましい。 

・児童生徒の問題行動の現状と課題 

・現代の若者が抱えている諸問題に関する課題と支援策 

・進路指導とキャリア教育 

・教育相談 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

 文部科学省『生徒指導提要』教育図書、2011 年。 

【参考文献】 

高橋哲夫編『生徒指導の研究』教育出版、2009 年。 

生徒指導資料第１集『生徒指導上の諸問題の推移とこれからの生徒指導』ぎょうせい、2009 年。 

楠本恭久編著『新 生徒指導論 12 講』福村出版、 2009 年。 

広岡義之編著『教育実践に役立つ生徒指導・進路指導論 ―「生徒指導提要」に触れつつ』あいり出版、

2013 年。 

日本生徒指導学会『現代生徒指導論』学事出版、2015 年。 

文部科学省『キャリア教育の手引き』教育出版、2011 年。 

角田豊他著『子どもを育む学校臨床力:多様性の時代の生徒指導・教育相談・特別支援』創元社、2016

年。 

角田豊他著『子どもとの関係性を読み解く 教師のためのプロセスレコード: 学校臨床力を磨く自己省察

とグループ省察会』金子書房、2019 年。 

＊その他、発展的学習のための参考書は必要に応じて授業の中で紹介するので、図書館を活用すること。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 生徒指導に関し、先行研究の分析・考察を行うとともに、その特質について、多角的な視点から捉え、

批判的な視点をもちつつ論じることができたか。 

2. 発達段階に応じた児童生徒理解のあり方について、理論・方法を分析・考察するための先行研究を分析・

考察し、批判的な視点をもちつつ多角的な視点から論じることができたか。 

3. 教育課程外の教育活動（生徒指導、キャリア教育、教育相談）の構造と内容について、多角的な視点か

ら論じることができたか。 

4. 個々の事例における児童生徒の問題行動の特徴や課題に応じて、自ら予防・解決に向けた対策を立てる

ことができたか。 

○評定の方法 

1. 成績評価は、①授業態度(30%)、②課題レポート(40%)、③研究発表(30%)の成果によって決められる。 

2. 大学院修士課程のレポートとして一定の基準に満たないものについては、基準を満たすまで書き直しが
求められる。 

12．受講生への 

メッセージ 

大学院では「先行研究の読解力」「論理的思考力」「学術的文章の作成力」の向上が求められている。受講

生は、研究論文作成に向け、講義に受け身の姿勢で臨むのではなく、自ら進んで文献・資料収集、調査研

究を行うなど、試行錯誤しながら学びを深めていかなければならない。そこで、本講義でも教育研究に求

められる諸能力を高められるように指導・助言を行う。さらに、秋期の「学級経営学特論」と合わせて履



 

 

修することにより、生徒指導の視点を取り入れた学級経営のあり方についてより深く学ぶことができるだ

ろう。 

13．オフィスアワー 
丹 洋一：事前にアポイントをとってください E-mail: yotan ＠ ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

石﨑達也：事前にアポイントをとってください E-mail: taishiza ＠ 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 生徒指導特論を学ぶ目的 

【学習の目標】 本講義の目的である教師の実践力形成と何か、なぜ必要なのかについて理解する。 

【学習の内容】 講義ガイダンス、アイスブレーキング、グループ討議を行う。 

【キーワード】 生徒指導 異質性 価値観 共有 

【学習の課題】 講義内容の要点を整理し、小レポートにまとめること。 

【参考文献】  授業内で配布する「参考文献一覧」を参照 

【学習する上での留意点】 学習に際し、常に自らの問題意識を明らかにするよう努力する。 

2 . テ ー マ 生徒指導の概要と原理 

【学習の目標】 生徒指導の概要と活動を支える原理について理解する。 

【学習の内容】 生徒指導の定義と課題、内容について、活動原理としての人間観、自己指導力、集団効果などについて学ぶ。 

【キーワード】 教育課程 自己指導力 人間観 自由と安全 価値観 

【学習の課題】 講義内容の要点を整理し、小レポートにまとめること。（教科書 第 1章） 

【参考文献】  授業内で配布する「参考文献一覧」を参照 

【学習する上での留意点】 異質性に対して柔軟かつ寛容な姿勢で臨むことを心がける。 

3 . テ ー マ 生徒理解 

【学習の目標】 生徒理解の概要と方法について理解する。 

【学習の内容】 生徒理解の必要性と定義、内容と留意点について、さらに観察法と面接法について学ぶ。 

【キーワード】 共感的理解 観察法 面接法 

【学習の課題】 講義内容の要点を整理し、小レポートにまとめること。（教科書 第 3章） 

【参考文献】  授業内で配布する「参考文献一覧」を参照 

【学習する上での留意点】 生徒理解に関する心理学の概要について自習しておくこと。 

4 . テ ー マ 生徒指導（狭義）の主体と組織 

【学習の目標】 生徒指導の意義と内容を確認し、主体と組織並びに教師の共通理解の必要性とその際の課題について理解する。 

【学習の内容】 生徒指導部の活動、校務分掌の在り方、校内組織との連携について学ぶ。 

【キーワード】 生徒指導部 校務分掌 連携 

【学習の課題】 講義内容の要点を整理し、小レポートにまとめること。（教科書 第 4 章） 

【参考文献】  授業内で配布する「参考文献一覧」を参照 

【学習する上での留意点】 心理学、教育学、社会学など生徒指導を理解するに必要と考える知見を自学自習しておくこと。 

5 . テ ー マ 教育活動と生徒指導 

【学習の目標】 教科教育、道徳、特別活動における生徒指導について効果と限界について理解する。 

【学習の内容】 教育課程における教育活動取り上げ、そこにおける生徒指導の実状について学ぶ。 

【キーワード】 教科教育 学級活動 道徳 

【学習の課題】 講義内容の要点を整理し、小レポートにまとめること。（教科書 第 2 章） 

【参考文献】  授業内で配布する「参考文献一覧」を参照 

【学習する上での留意点】 教育に関する新聞やインターネット記事など社会の現状を報告するものに鋭敏に反応すること。 

6 . テ ー マ 生徒指導と連携 

【学習の目標】 家庭、地域との連携の必要性とその際の学校の役割について理解する。 

【学習の内容】 連携する際の要点を整理すると同時に、学校の機能について学ぶ。 

【キーワード】 家庭 地域 連携 

【学習の課題】 理不尽な家庭の要求など現代における家庭と連携の在り方について自分の考えを持つこと。（教科書 第 8 章） 

【参考文献】  授業内で配布する「参考文献一覧」を参照 

【学習する上での留意点】 教育に関する新聞やインターネットの情報などに目を通しておくこと。 

7 . テ ー マ 問題行動の理解（１） 

【学習の目標】 問題行動とは何かについて、定義と分類を理解し、そのうえで早期発見の必要性を理解する。 

【学習の内容】 反社会的、非社会的問題行動を取り上げその概要を学ぶと同時に早期発見の必要性についても実践的に学ぶ。 

【キーワード】 反社会的問題行動 非社会的問題行動 早期発見 

【学習の課題】 問題行動のなかから関心のあるものを選び、原因や対処法などについて整理する。（教科書 第 7 章） 

【参考文献】  『新生徒指導論１２講』、新聞等資料 

【学習する上での留意点】 教育に関する新聞やインターネットの情報などに目を通しておくこと。 

8 . テ ー マ 問題行動の理解（２） 

【学習の目標】 不登校、いじめの実情と対応について認知的に正確に理解する。 

【学習の内容】 不登校、いじめの実情を踏まえた上で、その予防策や解決策について討議する。 

【キーワード】 不登校 いじめ 

【学習の課題】 講義内容の要点を整理し、小レポートにまとめること。（教科書 第 6 章Ⅱ） 

【参考文献】  『新生徒指導論１２講』、新聞等資料 



 

 

【学習する上での留意点】 教育に関する新聞やインターネットの情報などに目を通しておくこと。 

9 . テ ー マ 進路指導の今日的課題 

【学習の目標】 進路指導の現状と課題について理解する。 

【学習の内容】 組織と計画、並びに具体的進め方について臨床的に学ぶ。あわせて昨今の青年期を取り巻く状況について学ぶ。 

【キーワード】 キャリア教育 フリーター ニート  

【学習の課題】 講義内容の要点を整理し、小レポートにまとめること。（教科書 第 8 章後半） 

【参考文献】  『教育実践に役立つ生徒指導・進路指導論 ―「生徒指導提要」に触れつつ』、新聞等資料 

【学習する上での留意点】 教育に関する新聞やインターネットの情報などに目を通しておくこと。 

1 0 . テ ー マ 教育相談 組織・計画及び進め方 

【学習の目標】 教育相談の展開と特質について理解する。 

【学習の内容】 教育相談の場と具体的展開について学ぶ。 

【キーワード】 相談室 面接 問題の見立て 守秘義務 倫理 

【学習の課題】 講義内容の要点を整理し、小レポートにまとめること。（教科書 第 5 章後半） 

【参考文献】  授業内で配布する「参考文献一覧」を参照 

【学習する上での留意点】 カウンセリングの基礎的知識を補充しておく。 

1 1 . テ ー マ 事例に学ぶ生徒指導① 

【学習の目標】 事例研究を通して、生徒指導に関する多角的な視点を養い、問題の発見・分析・意志決定などの問題解決能力を 

培うこと。  

【学習の内容】 個別の事例を通して生徒指導のあり方を深く理解し、自ら予防・解決に向けた対策を立てること。  

【キーワード】 事例研究法・シカゴ方式・インシデント プロセス法 

【学習の課題】 事例研究を通して学んだことを小レポートにまとめること。 

【参考文献】  授業内で配布する「参考文献一覧」を参照 

【学習する上での留意点】自らの生徒指導体験を事例として報告すること。 

1 2 . テ ー マ 事例に学ぶ生徒指導② 

【学習の目標】 事例研究を通して、生徒指導に関する多角的な視点を養い、問題の発見・分析・意志決定などの問題解決能力を 

培うこと。  

【学習の内容】 個別の事例を通して生徒指導のあり方を深く理解し、自ら予防・解決に向けた対策を立てること。  

【キーワード】 学校臨床・自己省察・多様性・個別性・関係性 

【学習の課題】 事例研究を通して学んだことを小レポートにまとめること。 

【参考文献】  授業内で配布する「参考文献一覧」を参照 

【学習する上での留意点】自らの生徒指導体験を事例として報告すること。 

1 3 . テ ー マ ふりかえりと総括 

【学習の目標】 本講義のまとめを行う。 

【学習の内容】 前半で講義全体を振り返りながら討議し、後半でまとめを行う。 

【キーワード】 討議とふりかえりによる学びの深化 

【学習の課題】 生徒指導研究の意義と課題について討議し、自らの考えを深めること。 

【参考文献】  特になし 

【学習する上での留意点】 本授業で学んだことを意見交換しながらふりかえり、自分なりに総括すること。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：教科書第 6 章末を読み、「進路指導」の意義、目標、内容についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 １枚 1,200 字程度 

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 9 回の授業内容と合わせて実施する。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：教科書第 5 章前半を読み、「教育相談」の意義、目標、内容についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 １枚 1,200 字程度 

実施時期：第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9 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 10 回の授業内容と合わせて実施する。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 異文化理解特論（2 単位） 

３．科目番号 

 

EDMP5363 

 ２．授業担当教員 【池袋】坂井 二郎 【名古屋】内藤 伊都子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

人は、ある文化環境の中で社会生活を営んでいる。人の移動が容易になった現代においては、自分が所

属している文化だけでなく、異なる文化と接触したり、時には2つ以上の文化環境にまたがって生活したり

活動したりする場合もある。そして、その文化や社会環境は人間の行動や他者との関係性などに影響を及

ぼしている。 

本講義では、まず、コミュニケーション学の視点からみた「文化」について概観し、つぎに、異文化理

解のために重要となる基礎概念や影響要因などについて扱っていく。また、文化背景の異なる他者との具

体的なコミュニケーション事象を通して、異文化の他者理解を図るとともに、自文化や自己理解について

も考察していく。 

８．学習目標 

１ 文化背景の異なる他者と積極的に交流したり主体的に活動したりする力に結び付けることができる。 

２ 文化的影響要因を用いて自己分析をし、自己理解や自文化理解を図ることができる。 

３ 異文化理解に影響する要因について、理由とともに説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各回の学習の課題、キーワードについて事前に調べたり考えをまとめたりしておくこと。 

異文化研究や比較文化研究に関する指定した文献を講読し、講義内容を踏まえてレポートを作成する。 

詳細は授業内で指示する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

資料は適宜授業で配付する。 

【参考書】 

池田理知子・塙幸枝 編著『グローバル社会における異文化コミュニケーション』三修社、2019。 

小島勝・白土悟・齋藤ひろみ 編『異文化間に学ぶ「ひと」の教育』明石書店、2016。 

加賀美常美代・徳井厚子・松尾知明 編『文化接触における場としてのダイナミズム』明石書店、2016。 

山本雅代・馬淵仁・塘利枝子 編『異文化間教育のとらえ直し』明石書店、2016。 

佐藤郡衛・横田雅弘・坪井健 編『異文化間教育のフロンティア』明石書店、2016。 

石井敏・久米昭元 編『異文化コミュニケーション事典』春風社、2013。 

その他文献は授業内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 文化背景の異なる他者と積極的に交流したり主体的に活動したりする力に結び付けることができたか。 

２ 扱った基礎概念を用いて自己分析をし、自己理解や自文化理解を図ることができたか。 

３ 異文化理解に影響する要因について、理由とともに説明することができたか。 

○評定の方法 

授業への取り組み度 ３０％ 

授業時の課題提出  ３０％ 

レポート      ４０％ 

これらを総合的に評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

異なる文化、多様な文化に積極的な興味を持っていることが望ましい。 

自身の身近な生活の中にある異文化を意識して観察し、関連付けながら受講することを勧める。 

講義内容を積極的に聴き、必要に応じて自身が振り返る際に理解できる言葉・表現でメモすることを勧め

る。 

講義内容を積極的に聴き、自身の意見や考えについて活発に発信していくこと。 

13．オフィスアワー 初回の授業時に通知する。 

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 異文化接触の現状 

【学習の目標】自身の異文化体験から文化を客観的に認識し、身近に存在している異文化に気づけるようになる。 

【学習の内容】文化が異なるとはどういうことか、自身の異文化体験から文化について考察していく。 

【キーワード】異文化接触、食文化、伝統文化、大衆文化 など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は授業内で紹介する。  

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。 

2 . テ ー マ 文化の学習 

【学習の目標】自身がどのように社会環境の中で文化を獲得してきたかについて認識を新たにする。 

【学習の内容】文化を扱う学問領域のなかでコミュニケーション学の視点から文化とはなにかについて概観していく。 

【キーワード】文化、エティック・イーミック、普遍性と多様性 など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。   

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

3 . テ ー マ 文化的自己観 

【学習の目標】自身の文化的自己観を分析できるようにする。  

【学習の内容】文化によって作られた人間観・心のモデルについて概観し、異文化の対人関係について考察する。 



 

 

【キーワード】相互独立的自己観、相互協調的自己観、自己概念、会話制約理論 など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。    

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

4 . テ ー マ 文化的価値 

【学習の目標】自身の常識や価値観について多面的な考え方ができるようになる。 

【学習の内容】価値観とはなにか、価値観と行動はどのように結びついているかなどについて扱っていく。 

【キーワード】価値観、個人主義・集団主義、権力格差、男性性・女性性 など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。  

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

5 . テ ー マ 文化と言語 

【学習の目標】言語そのものではなく、言語コミュニケーション行動に表出される文化的差異について気づくことができる。 

【学習の内容】言語の共通性と多様性、文化と言語の関係、言語と思考の関係などについて扱っていく。 

【キーワード】言語コミュニケーション、言語相対性仮説、思考、会話スタイル など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。   

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

6 . テ ー マ 文化と非言語 

【学習の目標】非言語コミュニケーション行動に表出される文化的差異について気づくことができる。 

【学習の内容】非言語行動自体にも文化的特徴があることについて事例を取り上げながら扱っていく。  

【キーワード】非言語コミュニケーション、空間行動、身体接触、身体動作、準言語、被服行動 など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。  

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

7 . テ ー マ 異文化環境と対人関係 

【学習の目標】文化の内と外からの視点を通して、比較することの意味について理解を深める。 

【学習の内容】自文化と他文化を比較するとはどういうことか、対人関係を中心に考察していく。 

【キーワード】クロス・カルチュラルとインター・カルチュラル、面子、対人的ネットワーク、ホスト・ゲスト など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。  

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

8 . テ ー マ 不確実性 

【学習の目標】自身の不確実性回避傾向について分析できるようにする。 

【学習の内容】不確実性という概念を用いたコミュニケーション理論について解説していく。 

【キーワード】不確実性、不確実性減少理論、不安・不確実性調整理論、不確実性回避、ストレンジャー、マインドフル など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。  

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。  

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

9 . テ ー マ マルチカルチュラリズム 

【学習の目標】自身の文化的アイデンティティについて分析できるようにする。 

【学習の内容】2 つ以上の文化の影響を受けている人々のこころの諸相等、異文化理解における心理的要因について扱っていく。 

【キーワード】文化的アイデンティティ、バイリンガリズム、自己定義と他者定義 など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。   

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

1 0 . テ ー マ 異文化適応とソーシャルサポート 

【学習の目標】異文化環境下での不適応について理解を深め、自文化でのサポートに役立てるようにする。 

【学習の内容】異文化環境下での適応や不適応の状況・状態について概観し、適応促進について考察していく。  

【キーワード】適応、不適応、期待、ソーシャルサポート、短期適応・長期適応、再適応 など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。  

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

1 1 . テ ー マ 文化と組織 

【学習の目標】組織レベルにおける文化的影響について探求する。 

【学習の内容】組織内における文化の影響と文化背景が異なる組織同士の相互作用の現状などについて扱っていく。  

【キーワード】異文化経営、意思決定、組織コミュニケーション、異文化交渉、多国籍チーム など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。    

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

1 2 . テ ー マ 文化とメディア 

【学習の目標】国際社会におけるメディアの文化的影響について探究する。 



 

 

【学習の内容】国境を超えるメディアの文化的影響や情報の扱い方、マス・コミュニケーションの現状などについて扱っていく。  

【キーワード】メディア、情報、マス・コミュニケーション、知的所有権、ステレオタイプ など。 

【学習の課題】上記のキーワードについて事前に調べたり、自分なりの考えをまとめたりしておくこと。 

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。    

【学習する上での留意点】自身や周囲の人々が置かれた状況や体験したことなどと関連付けながら受講することを勧める。  

1 3 . テ ー マ 総括 

【学習の目標】ノートや資料を整理してレポートが作成できるようにする。 

【学習の内容】全体的な復習をし、レポート作成に向けてまとめていく。 

【キーワード】各テーマで挙げたキーワード全体。  

【学習の課題】キーワードを手掛かりに、既習内容について不明な点がないか全体的に確認しておくこと。  

【参考文献】上記 10 で挙げた参考書、配付資料。その他文献は講義内で紹介する。 

【学習する上での留意点】これまでの講義内容を踏まえてレポートを作成できるようにノートや資料を整理していく。  

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 3 回～第 6 回の講義内容を踏まえて「人間の行動や意識と文化の関係」について、レポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A4 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 7 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 9 回の授業後に実施する。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：既習内容を踏まえて「異文化理解を“教育”することの意味」について、レポートにまとめなさ
い。 

レポート形式：A4 １枚 1,200 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 13 回の授業の中で実施する。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 多文化共生教育特論（2 単位） 池袋・名古屋 

３．科目番号 

 

EDMP5362 

 ２．授業担当教員 【池袋】坂井 二郎 【名古屋】内藤 伊都子 

４．授業形態 講義、ディスカッション 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 

７．講義概要 

近年のグローバル化により在留外国籍住民数は平成 30年度末で 270万人を超えている。また在留留学生数

も「留学生 30万人計画」を超えている。また特定技能による在留資格により外国人労働者の数も増大して

いる。この現状下で日本における多文化共生は現実的に直面している課題である。また国内における外国

籍以外の多様な社会的マイノリティとの共生も教育的検討が必要な課題である。以上の多文化共生に付随

する多様で複雑な課題に対応する多文化共生教育は今後の日本の初等・高等教育機関すべてで扱うべき重

要な事項となることは自明であろう。その背景を踏まえ、本講義では世界各国が現在まで抱えてきた多文

化共生教育の課題や解決策に目を向けると共に多文化共生の理念と構造・課題を扱い多文化共生教育の本

質を考察していく。次に現代の多文化化する日本の教育現場における多文化共生教育の実際の課題と教育

的取り組みについて様々な角度から具体的に検討していく。以上の授業内容を踏まえ、個々で設定した多

文化共生教育に関する教育課題について文献研究または事例研究を実施し、今後の多文化共生教育の姿に

ついて検討を重ねていく。 

８．学習目標 

本講義における学修目標は以下の通りである。 

１．多文化共生教育に関するさまざまな理論、課題、取り組みを諸外国の事例を通して多面的に検討して

いくことでその本質について考察を深め自身で説明できるようになる。 

２．現代の日本の多文化化する教育現場における多文化共生の課題と取り組みについて事例を通して理解

し自身で説明できるようになる。 

３．自身で設定した多文化共生に関する教育課題について文献調査を行い今後の多文化共生に向けた課題

と解決策を提示できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業内で適宜指示する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

「「多文化共生」は可能か―教育における挑戦」馬淵 仁（編著）勁草書房 

【参考書】 

「異文化間教育―文化間移動と子どもの教育」佐藤郡衛（著） 明石書店 

「多様性教育入門」大阪多様性教育ネットワーク 解放出版社 

「多文化共生社会に生きる―グローバル時代の多様性・人権・教育」李修京（編著）明石書店 

「多文化共生教育とアイデンティティ」金侖貞（著） 明石書店 

「多文化「共創」社会入門」小林康一・川村千鶴子（編著）慶応義塾大学出版会 

「多文化共生社会における ESD・市民教育」田中治彦・杉村美紀（共編）上智大学出版 

「多文化理解と異文化コミュニケーション―多国籍学生チームと共に学んだ理論と実践― 」平林信隆 

「提言：教育における多文化共生」日本学術会議 地域研究委員会 多文化共生分科会 

「平成 27 年度広域科学教科教育学研究経費研究成果報告書：多文化共生教育の枠組み形成のための基礎調

査」吉野晃（研究代表） 

「多文化共生の推進に関する研究会 報告書 ～災害時のより円滑な外国人住民対応に向けて～ 」総務省 

「多文化共生を促進する学習のあり方 : 留学生と日本人学生の混合クラスにおける人権教育の事例考察

を通じて」宮本美能（著）大阪大学 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．多文化共生教育に関するさまざまな理論、課題、取り組みを諸外国の事例を通して多面的に検討して

いくことでその本質について考察を深め自身で説明できるようになったか。 

２．現代の日本の多文化化する教育現場における多文化共生の課題と取り組みについて事例を通して理解

し自身で説明できるようになったか。 

３．自身で設定した多文化共生に関する教育課題について文献調査を行い今後の多文化共生に向けた課題

と解決策を提示できるようになったか。 

○評定の方法 

授業態度・・・・・・・・・30％ 

授業内課題提出・・・・・・30％ 

最終レポート（発表含む）・・40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

多文化共生教育はすべての人に必要かつ関連する教育です。本授業では多文化共生教育の理論と実践につ

いて多角的に学んでいきますので自分の経験と関連付けながら学びを深めていって下さい。 

13．オフィスアワー 各教員が授業内で知らせる 

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 グローバル時代における多文化共生教育の理念と構造 

【学習の目標】 多文化共生教育の本質について歴史的背景とその理念や構造を踏まえ考察する。 

【学習の内容】 多文化共生教育が生まれた歴史的背景を理解すると共にグローバル化により多文化共生教育がどのように変遷し

 ているか検討する。  

【キーワード】 ユネスコ憲章、世界人権宣言、児童権利宣言、人間環境宣言、グローバル化と多文化化 

【学習の課題】 多文化共生教育を平和教育、人権教育、環境教育などが統合された教育として多角的にその本質を理解すること。 



 

 

【参考文献】  ユネスコ憲章、世界人権宣言、児童権利宣言、人間環境宣言 

【学習する上での留意点】多文化共生教育の本質をユネスコ憲章、世界人権宣言、人間環境宣言などの平和教育に関する歴史的背景

に留意しながら考察していくこと。  

2 － 3 . テーマ 諸外国における多文化共生教育の施策事例 

【学習の目標】 多文化共生教育に関するさまざまな理論、課題、取り組みを諸外国の事例を通して多面的に検討し理解する。 

【学習の内容】 多文化共生教育に関するさまざまな理論、課題、取り組みを諸外国の事例を通して多面的に検討していくことでそ

の本質について考察を深める。特にアメリカ・カナダ・オーストラリアの事例から検討していく。 

【キーワード】 多文化共生政策、多文化主義、多文化・多言語教育、ESL 教育とバイリンガル教育、市民教育（シチズンシップ教

育）、文化的多元主義、アファーマティブアクション、移民国家と非移民国家の多文化共生 

【学習の課題】 諸外国における多文化共生教育に関する政策を各国の歴史的背景と関連付けながら理解すること。 

【参考文献】 「提言：教育における多文化共生」、 

【学習する上での留意点】 諸外国の多文化共生教育はそれぞれの歴史的背景を反映して形成されてきているため特徴がある一方で

共通性もある。その両方を関連付けながら学習を深めるよう留意すること。 

4 － 6 . テーマ 日本の教育現場における多文化共生教育 

【学習の目標】 現代の日本の多文化化する教育現場における多文化共生の課題と取り組みについて事例を通して理解する。 

【学習の内容】 現代の日本の多文化化する教育現場における多文化共生の課題と取り組みについて日本語教育、継承語教育、特別

ニーズ教育、多様性教育、人権教育のそれぞれの立場から具体的事例または学術論文を参照しながら多角的に考察する。 

【キーワード】 オールドカマーとニューカマー、日本語教育、継承語教育、バイリンガル教育、特別ニーズ教育、インクルーシブ

教育、ノーマライゼーション、多様性教育、人権教育 

【学習の課題】 外国籍児童に関する多文化共生教育の課題と取り組みだけでなく、日本人児童の多様性に配慮した広義の多文化共

生教育の課題と取り組みも含め複眼的視野から考察すること。 

【参考文献】 「平成 27 年度広域科学教科教育学研究経費研究成果報告書：多文化共生教育の枠組み形成のための基礎調査」、「異

文化間教育―文化間移動と子どもの教育」、「多文化共生社会に生きる―グローバル時代の多様性・人権・教育」、「多様性教育入門」 

【学習する上での留意点】 グローバル化の進行が日本の教育現場の多文化共生の課題と教育的取り組みにどのような影響を与えて

いるのかを事例を通して具体的に理解するよう留意すること。 

7 － 9 . テーマ マジョリティへの多文化共生教育 

【学習の目標】 日本の教育における多文化共生がマジョリティへの教育としてどのように実施されているか理解する。 

【学習の内容】 多文化共生教育は様々なマイノリティに対してだけでなくマジョリティや受け入れ側に対しても実施する必要があ

る。本授業ではマジョリティへの多文化共生教育の具体的取組について社会科教育、外国語教育の立場から考察していく。また学習

指導要領の変遷とマジョリティへの多文化共生教育の関係についても検討する。 

【キーワード】 社会科教育における多文化共生、初等・中等教育における多文化共生、外国語教育と多文化共生、多言語教育、新

学習指導要領 

【学習の課題】 多文化共生教育をマイノリティだけでなくマジョリティを含めたすべての人に必要な教育と位置づけ考察を深める

こと。 

【参考文献】 「提言：教育における多文化共生」、「新学習指導要領」、「新学習指導要領外国語コアカリキュラム」 

【学習する上での留意点】マジョリティの自身の多文化共生教育の必要性に対する自覚の薄さの理由に留意しながら検討していくこ

と。  

1 0 . テ ー マ マイノリティとマジョリティをつなぐ多文化共生教育の試み：大学における多文化共生教育 

【学習の目標】 マイノリティとマジョリティをつなぐ多文化共生教育について大学における教育的試みを通して検討する。 

【学習の内容】 日本における外国籍児童・生徒・学生などの教育的マイノリティと日本人児童・生徒・学生などの教育的マジョリ

ティをつなぐ多文化共生教育の試みについて大学教育を事例として考察する。 

【キーワード】 混合クラス、多国籍チーム、 

【学習の課題】 多文化共生を促進する学習の在り方について学習者の意識や学習環境の役割を検討しながら学びを深めること。 

【参考文献】  「多文化共生を促進する学習のあり方 : 留学生と日本人学生の混合クラスにおける人権教育の事例考察を通じて」 

【学習する上での留意点】 マイノリティとマジョリティをつなぐ多文化共生学習の課題と促進について大学の授業における留学生

と日本人学生の異文化コミュニケーションに留意して考察を深めるようにすること。 

11－12.テーマ 日本の教育現場における多文化共生教育の新たな取り組み：ESD と市民教育の立場から 

【学習の目標】 日本の教育現場における多文化共生の今後の在り方について ESD（持続可能な開発のための教育）と市民教育を題

材として考察する。 

【学習の内容】 日本の多文化共生教育の今後について ESDと市民教育がどのような役割を果たし、どのような意義があるかを検討

していく。 

【キーワード】 ESD（持続可能な開発のための教育）、アジェンダ 21、SDGs（持続可能な開発目標）、環境教育、市民教育（シチズ

ンシップ教育） 

【学習の課題】 日本の教育現場の今後の変化について検討しながら多文化共生教育の新たな局面について ESDと市民教育を題材と

して考察を深めること。 

【参考文献】  「多文化共生社会における ESD・市民教育」 

【学習する上での留意点】 多文化共生教育の今後の在り方について ESD と市民教育を参考として検討すると共に自分なりの考え

を提示できるように準備すること。 

1 3 . テ ー マ 今後の多文化共生に向けた教育課題と解決策に関する報告 

【学習の目標】 受講生自身で設定した多文化共生に関する教育課題について文献調査を行い今後の多文化共生に向けた課題と解決

策を提示できるようになる。 

【学習の内容】 受講生自身が文献調査した多文化共生に関する教育課題について報告し、質疑応答により検討していく。 

【キーワード】 多文化共生に関する教育課題、 

【学習の課題】 文献調査で考察した多文化共生の教育課題について自分の言葉で例示しながら説明できるようにする。 



 

 

【参考文献】  特になし。 

【学習する上での留意点】 多文化共生の教育課題についての文献調査について批判的に検討し自分なりの考察を加えるよう留意す

ること。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：参考文献を熟読し、諸外国、特にアメリカ、カナダ、オーストラリア以外の国々の多文化共生 

        教育の施策事例についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 １枚 1,200 字程度 

実施時期：第 2 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 3 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 5 回の授業後に実施する。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：参考文献を熟読し、日本の教育現場における多文化共生教育、特に特別ニーズ教育やインクルー 

        シブ教育の施策事例についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 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 7 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 9 回の授業後に実施する。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 学校看護学特論／学校救急看護学特論 

３．科目番号 
EDMP5513 

EDMP5533 
２．授業担当教員 

【池袋】石垣 久美子、面川 幸子、八重樫 節子 

【名古屋】宋 暁鈞 

４．授業形態 講義、演習、討議 ５．開講学期 
【池袋】秋期    

【名古屋】春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

学校における看護は、心身の健康の保持増進から命に関わる症例まで、実に幅広い健康レベルを対象として

いる。また、児童生徒の抱える健康課題が多様化・複雑化している昨今、「チームとしての学校」と家庭、地

域、専門機関との連携がより一層強調されるようになった。すなわち学校看護という枠組みにおいても、養護

教諭のリーダーシップのもと、子どもを取り巻く生活環境を含めた総合的な健康支援につなげていくことが期

待されていると言える。本科目においては、児童生徒の心身の発達過程における看護の理念の重要性に着目し、

学校に特化した看護のあり方について深く考察する。また、学校の教育活動の一環としての看護のあり方につ

いて議論することを通して、保健室や養護教諭の視点を大事にしながらも、学校全体や地域といったより広い

視野からの看護支援について検討する。 

８．学習目標 

①代表的看護理論からその本質を捉え、学校という環境に特化した看護のあり方を説明することができる。 

②学校看護の構造について理解し、児童生徒の発達段階や健康課題の特徴を踏まえた看護のあり方について説 

明することができる。 

③学校看護は、養護教諭をはじめとする学校内外のさまざまな人的資源、社会的資源との連携、ネットワーク 

の中で成り立っていることを理解することができる。 

④学校現場で遭遇する救急事例の分析を通して、症例に対する看護実践を理論的に説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

4 回、8 回、9 回、10 回、12 回の【学習の課題】にある課題でレポートを作成する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】講義内容に合わせて適宜資料を配布し、文献を紹介する。 

【参考書】中桐佐智子他編著『最新看護学』東山書房、2011 

岡田加奈子他編著『養護教諭、看護師、保健師のための学校看護』東山書房、2012 

藤井寿美子他編『養護教諭のための看護学』大修館書店、2008 

鈴木路子編著『教育の基礎としての公衆衛生看護ノート』教育家庭新聞社、2014 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

①代表的看護理論を踏まえ、学校という環境に特化した看護のあり方を説明することができたか。 

②学校看護の構造について理解し、児童生徒の発達段階や健康課題の特徴を踏まえた看護のあり方について説 

明することができたか。 

③学校看護は、学校内外のさまざまな人的資源、社会的資源との連携、ネットワーク（環境）の中で成り立っ 

ていることを理解することができたか。 

④学校現場で遭遇する症例に対する看護実践について、理論的に説明することができたか。 

○評定の方法 

・日常の授業態度（発表態度、討論参加状況）等５０％ 

・レポート・課題提出５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は、学部で学ぶ実践論や技術的演習、養護・看護臨床実習等の現場体験を土台としながら、より学問

的視座から学校看護学を追究する。保健室での救急処置の方法論に終始せず、社会福祉や臨床心理学の理論、

公衆衛生的学発想など、より広い角度から議論することを期待する。 

13．オフィスアワー 別途通知します。  

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 . テ ー マ 児童生徒の健康問題と学校看護の課題①  

【学習の目標】 児童生徒の現代的健康課題を踏まえ、これからの時代の学校看護のあり方やその課題について検討する。 

【学習の内容】 代表的看護理論から看護の本質を理解し、環境との相互作用の中で子どもの心身の健康の回復、成長、発達が促進さ

れることを理解する。また学校看護における、学校内外の人的、物的、制度的資源の重要性について検討する。 

【キーワード】 ナイチンゲールの看護覚書（患者―環境相互作用）、自然治癒力、ヘルスプロモーション、社会的資源 

【参考文献】  鈴木路子編著『教育の基礎としての公衆衛生看護ノート』教育家庭新聞社、2014   

【学習する上での留意点】 学校看護のリーダーである養護教諭や保健室の視点を柱としながら、学校組織や地域との関係性にも目を

向け、より広い視野から看護について考察する。 

2 . テ ー マ 児童生徒の健康問題と学校看護の課題② 

【学習の目標】 学校救急看護の課題を検討する。課題を明らかにするにあたって文献の見方や調査研究の方法を学ぶ。また、レポー

トの書き方を学ぶ。 

【学習の内容】 小・中・高校での各自の経験や、病院実習、養護実習等を話題にして救急処置・看護の課題・問題点を検討する。 

        文献ではどのようになっているかこの 15 回を通して明らかにしていく。 

【キーワード】 救急処置・看護、 学校現場での実態調査、文献調査方法、レポートの書き方 

【参考文献】  村上陽一郎『新しい科学論 「事実は」理論をたおせる』講談社、2001 

苅谷剛彦『知的複眼思考法』講談社、2006 

        酒井聡樹『これから論文を書く若者のために』協立出、2004 

山崎茂明『看護研究のための文献検索ガイド』日本看護協会、2005 



 

 

天野敦子・中村朋子・山崎隆恵他『養護教諭の研究能力に関する研究』日本養護教諭教育学会誌.3（1） 9-46 2000 

中島敦子・津島ひろ江『学校救急処置における新人養護教諭の困難感―頭部外傷事例から－』 

日本養護教諭教育学会誌 15(1)33-43 2011 

3 . テ ー マ 学校看護の構造（保健事業・管理運営・保健行政） 

【学習の目標】 学校看護学の中で学校救急看護の構造を様々な側面から検討する。 

【学習の内容】 １）事業・サービス（救急処置や看護、医療的ケアを行う。それに伴う保健指導や健康相談を行う。安全教育・安全

指導等を行う）  

２）管理運営・マネージメント（学校内で１）を行うために教職員個人、組織について、救急処置や看護を行うため

の予算、施設・設備を準備する、研修会などの計画等） 

        ３）学校外の行政・制度等（救急看護に関係する行政・法律、研修、ガリキュラム等）。  

【キーワード】 救急処置・看護 医療的ケア、保健指導 救急処置計画・予算 

【学習の課題】 現在の学校保健の構造の中で学校救急看護が十分に行えるか検討する。  

【参考文献】  三木とみ子他『保健室経営マニュアル』ぎょうせい、2008 

【学習する上での留意点】 学校保健や学校看護の中での位置付けを検討する。 

4 . テ ー マ 学校看護の対象と、生じやすい健康課題の特徴  

【学習の目標】 さまざまな健康状態にある児童生徒のけがや疾病異常について、学校で多発するものや疾患特有の急変状態について

知り、その対応も含めて説明できるようになる。 

【学習の内容】 １）けがをしたり、頭痛・腹痛等で具合が悪くなった児童生徒 ２）慢性疾患を抱えている、あるいは既往歴のある

疾病の急変や具合が悪くなった児童生徒を対象とする。特に慢性疾患を抱えた児童生徒について検討する。 

【キーワード】 けがや疾病異常の水準による健康問題の種類や性質 

【学習の課題】 特に慢性疾患（アレルギー疾患、心・腎疾患、呼吸器系疾患等）を抱えた児童生徒が急変しやすい健康問題とその対

応について、疾患を 2 つあげレポートを提出する。 

【参考文献】  大塚睦子『障害児に学ぶ教育の原点 養護教諭 35 年の実践から』農文協、1994 

        D.ロジャース小倉学・中村 朋子訳『養護教諭と学校救急―文献紹介 健康教室 213 集』35-41 1968 

        中村朋子・樋口真理子『病弱養護学校における主体的健康管理について』茨城大学教育学部研究所紀要 23 1991 

鎌田文代・中村朋子『肢体不自由養護学校における医療的ケアに関する研究』茨城大学教育学部紀要 51 2002 

福田博美・中村朋子他『学生への医療的ケアの指導方法の検討』愛知教育大学障害児治療教育センター 

                           治療教育学研究 27 73-79 2007     

【学習する上での留意点】健康問題は身体面、精神・心理面、社会面等多岐にわたることを考察できるようにする。  

5 . テ ー マ 学校における看護過程の特徴   

【学習の目標】 学校看護の過程とそこに関わる人々について考察する。 

【学習の内容】 １問題・病態・傷害態の事実判断⇔２どんな問題か・問題の程度、問題の意味⇔３救急処置・看護の決定 

⇔４処置ケアの実際・保健指導・経過観察・健康相談・校内、校外の連絡、受診等⇔５救急処置・看護活動後の学校

保健活動・学校保健教育と管理・学校安全教育と管理⇔６学校救急処置の全体的評価。このように６段階の過程があ

り、それぞれが双方向になっていること理解する。 

それぞれの活動過程で養護教諭は児童生徒、その担任、保護者、部活動の顧問、校医、医療従事者等とかかわってお

り、養護教諭が他者と関わっていく時にはコミュニケーションが必要であることを理解する。 

【キーワード】 救急看護の過程 判断、処置・看護、保健指導、安全教育・安全指導。コミュニケーション 

【学習の課題】 どの過程も養護教諭一人だけではなく他者がかかわっていることを理解する。 

【参考文献】  杉浦守邦『学校救急処置マニュアル』東山書房、1979  

岡美穂子・松枝睦他『養護教諭の行う救急処置―実践における「判断」と「対応」の実際―』学校保健研究 53 ､2001 

小倉学『個別的保健指導の進め方』東山書房、1981 

内山源『学校保健・養護教諭の救急活動における行為とコミュニケーションの問題と改善』茨城女子短大紀要 38 2011 

中村朋子『救急活動時のコミュニケーションのあり方』心とからだの健康 13 8 14-18 2013           

バザール・ライリー 渡部富栄訳『看護のコミュニケーション』エルゼビア・ジャパン、2007  

6 . テ ー マ 学校看護における判断の視点① 医学的・医事的判断  

【学習の目標】 養護教諭は傷害や頭痛腹痛等具合が悪くなった時の症状から、解剖学・生理学、病理学、各疾病の症状・鑑別診断 

学等の知識を基準にして、受診など緊急を要するもの、帰宅して保護者にまかせるもの、保健室で安静・休養させ 

るもの、保健室で応急手当てのみで済むもの等を判断していることわかる。 

【学習の内容】 主訴や随伴症状について判断の方法は視診等の観察、問診、検診（体温・脈拍・呼吸・血圧等の測定）、触診等に よ

り、症状の軽重を明らかにして、対応を決めている。判断を正しくするには症状から考えられる診断名の学習が欠か

すことができない。また、慢性疾患を抱えている場合は、個人ごとに急変した時どのような症状が発現するかを知っ

ておくことが必要である。判断を誤れば、その後の対応も誤ったものになってくるので医学的・医事的判断は大切な

ものであり、医学的・看護的専門知識を持っている養護教諭に最も期待されていることである。しかし、けがした当

初、微症状であったり、本人が自分の症状を正しく伝えられなかったり、症状を大げさに言ったり、隠したり、そば

にいた担任や部活動の関係者などが症状を見落としたり、過少評価して、判断したりすることもあり養護教諭の判断

が受けいれられない場合もある。どうすれば間違いのない判断ができるか考察する。どう対応するか判断することも

大切である。 

【キーワード】 医学的・医事的判断 フィジカル判断 主訴 養護教諭の判断。他者の判断 

【参考文献】  荒木田由美子・池添志乃他『初心者のためのフィジカルアセスメント』東山書房、2008 

三村由香里・松枝睦他『養護実践のための頭部外傷ﾁｪｯｸﾘｽﾄの提案』日本養護教諭教育学会誌 11(1) 2011                                          

        岡田加奈子・葛西敦子他『養護診断「心理的な要因が存在する可能性のある状態」の診断名と診断指標の開発』 

                                  日本養護教諭教育学会誌 10(1) 20-37 20 

【学習する上での留意点】精神・心理状態、社会的側面からみた健康状態の文献はあまりない。各自検討してほしい。  



 

 

7 . テ ー マ 学校看護における判断の視点② 非医事的判断     

【学習の目標】 主に他者が傷病の軽重や対応の判断を症状等医学的・医事的なこと以外で判断することを理解する。 

【学習の内容】 授業・教育優先、経済的、宗教的なこと、部活動優先、管理者の行政的こと等で症状以外のことで受診や帰宅、休養

等のことを判断し、養護教諭の判断や対応が変更されることがある。例 担任は教育を優先して保健室での休養を認

めない。痛みを我慢して授業を受けさせることが自信につながると無理に体育をさせる。保護者は経済的な理由で、

宗教的な理由で受診を認めない。管理職は後で何かあって保護者から苦情が出ないように軽傷でも救急車を要請する。

本人は部活を休むとレギュラーから外されるので無理に無理な練習をする等。養護教諭と他者がコミュニケーション

をとり、けがや疾病をした本人にとって何が善いか判断する。 

【キーワード】 非医事的判断、症状以外の教育的、宗教的、経済的、行政的判断 

【学習の課題】 雑誌等から非医学的判断をした事例を収集し、レポートを提出する。 

【参考文献】  中村朋子・内山源『学校救急活動における養護教諭の判断と非医事的判断による問題点』安全教育学研究 5(1) 2005 

        内山源：ヘルスプロモーション・学校保健 第 8 章学校救急事態における非医学・非医事的判断 家政教育社 2009 

8 . テ ー マ 学校看護における判断の視点③ 倫理的判断      

【学習の目標】 １）判断の対象者、判断者、判断の過程、判断の種類 判断を円滑にする方法を考察する。 

        ２）判断の基礎となる倫理的判断について理解する。 

【学習の内容】 １）判断の対象者は５回で述べた。養護教諭だけでなく、本人や担任等救急事例に関った他者が関与する。程度が軽

い場合は養護教諭と本人で済むが、重症ほど、いろいろな人が判断に関わってくる。判断の過程は６回で述べた。

受診させるかどうか、帰宅させるかどうか、休養か授業に出るか、部活動の参加等必ずしも養護教諭の判断が優

先されない。判断の種類には倫理的判断、医学的・医事的判断、非医事的判断がある。（７、８回） 

        ２）倫理的判断は救急看護だけでなく、養護教諭の活動すべてに考慮しなければならないことである。判断者は常に

児童生徒にとって何が善き判断か、正しい判断かを考えることが必要である。倫理の原則として一般に無害、善

行、自律、公正・正義、誠実・忠義などがあり、それらについて学習する 

【キーワード】 判断者、判断の過程、判断の種類、組織的意思決、倫理的判断、倫理の原則 

【参考文献】  中村朋子『学校救急看護の課題―養護教諭の判断を中心にして―』日本養護教諭教育学会誌.18(1) 25-30 2014 

        鎌田尚子・中村朋子他『養護教諭の倫理綱領(案)作成と共通理解をめざして』日本養護教諭教育学会誌.14（1）  2011 

        鎌田尚子・中村朋子他『養護教諭の倫理綱領(案)の理論的・実践的意義』日本養護教諭教育学会誌.16(1) 23-36  2012 

服部健司・伊藤隆雄『医療倫理学の ABC』メヂカルフレンド社、2004 

        J.Davis 小西恵美子他訳『看護倫理を教える・学ぶ』日本看護協会、2028 

【学習する上での留意点】 救急看護の判断は養護教諭だけでなく、本人や周囲の人々が関与していることを学ぶ。 

9 . テ ー マ 学校看護の管理運営①  救急看護計画と教職員の役割 

【学習の目標】 救急看護を円滑に行うために学校内での管理・運営として養護教諭はあらかじめ救急看護計画を立てて教職員に周知

徹底しておくことを復習する。 

【学習の内容】 １）学校内の教職員の役割と ２）救急連絡体制（受診に備えて医療機関や主治医等）を明文化しておく。 

３）担任、保健主事、部活の関係者、保護者等誰が、どんなことを誰に連絡するか、救急連絡体制はどうなっている

か学習する。 

【キーワード】 救急看護計画  教職員の役割、連絡体制 医療機関の選択 

【学習の課題】 このテーマは多くの参考文献があるので、救急体制について収集し、それらを参考にし、小、中、高どれかに校種を 

決め救急体制を作成し、事例を当てはめ、検討したレポートを提出する。 

【学習する上での留意点】  

1 0 . テ ー マ 学校看護の管理運営②  施設・設備、予算  

【学習の目標】 救急看護を円滑に行うには救急処置や看護に使用する備品・救急薬品・衛生材料が必要である。慢性疾患児童生徒の

急変に備えて必要な消耗品や備品の準備、休養などに必要な保健室の施設設備等を理解する。それらを十分に確保す

るための予算について理解する。 

【学習の内容】 必要な備品・救急薬品・衛生材料を学校医・学校薬剤師と相談して準備していることを学習する。慢性疾患の急変に

備えて準備しておくものは主治医・保護者と連携して決め、管理しておく場所も決めておく。  

【キーワード】 救急薬品・衛生材料、保健室の設備、備品 予算 

【学習の課題】 救急看護を行うために保健室の設備（ベッドや寝具類等）配置をどのようにすればよいか校種、規模を考慮し、配置

図を入れたレポートを提出する。 

【参考文献】  中村 朋子・内山源他『学校保健・養護教諭の活動と予算に関する調査研究』茨城大学教育実践研究 15 191-206 1996  

        内山源『ヘルスプロモーション・学校保健 第 9 章 学校保健活動と予算の条件』家政教育社 2009 

【学習する上での留意点】救急看護だけでなく学校保健活動を行うためには予算が必要なことを理解してほしい。  

 

1 1 . テ ー マ 学校看護と地域専門機関との連携（医療機関、福祉機関、行政との関わり） 

【学習の目標】 救急看護を円滑に進めるには学校外の要因（外的事項）である地域の医療関係・福祉施設、行政に関連する法律・制

度、カリキュラムなどがあることを考察する。 

【学習の内容】 救急看護で受診する場合の医療機関や福祉施設などの利用の仕方を学習する。救急看護が十分に実施できるため   

        には学校保健法だけでなく医師法・保助看法等多くの法律が関与する。また、事故が発生すれば法的責任が発生す場

合もある。養護教諭養成の中で、看護や救急看護のカリキュラムをどうすればよいか検討する。 

【キーワード】 救急看護を円滑に進めるには関連する学校外の要因（外的事項）法律、制度 養成課程のカリキュラム、学校事故 

【学習の課題】 救急看護が円滑に行くには学校内（内的事項）だけでなく学校外の要因があることを理解する。 

【参考文献】  中村朋子・内山源：学校保健における救急処置・看護の問題点と外的事項・法制度への改善へ 

 茨城大学教育学部紀要 46 233-253 1997 

        内山源『ヘルスプロモーション・学校保健 第 11 章 学校保健活動の改善、推進と養護教諭の人事』家政教育社 2009 

        中村朋子・内山源『学校保健・管理行政における養護教諭の人事に関する問題とアドボカシィ』東邦学誌 39（1）2010 



 

 

        福田博美・中村朋子他『教育学部養護教諭養成の看護系科目の卒業生の学習ニーズ』学校保健研究 45(4)  2003 

        入沢充『学校事故 知っておきたい！養護教諭の対応と法的責任』時潮社、2009 

        児玉悦子・鈴木世津子『学校事故から子どもを守る 判例に学ぶ教師の実践マニュアル』農文協、2006 

        鈴木路子・関口恵美・原千恵子他『公衆衛生看護ノート』教育新聞社、2014 

 

1 2 . テ ー マ 事例分析   ①日常的な症状への救急処置       ②慢性疾患を抱えた児童生徒の急変時の対応 

【学習の目標】 救急事例の記述をする時の観点を理解し、レポートにまとめる。         

【学習の内容】 各自のけがや疾病異常の経験、養護実習での経験、あるいは友人の体験や文献から、①傷害の事例 ②疾病異常・医

療的ケア必要とする救急事例について、これまで学んできた学習の内容を取り入れレポートにする。そのレポートを

お互いに読みあい事例を共有する。意見、疑問点等批評する。それらを参考に新たな課題を含めて検討し、再度、改

善されたレポートを提出する。  

【キーワード】 けがや疾病異常の事例 事例の記述    

【学習の課題】 お互いの事例を批判的に読むことができる。  

【参考文献】  中村朋子他『養護教諭の倫理綱領(案)を活用した実践事例の検討』第 21 回日本養護教諭教育学会大会 88-89 2013  

        中村朋子『救急事例の対応について学生が学んだことー養護実習中の事例を通してー』 

第 6 回日本養護教諭教育学会大会 40-41 1998 

1 3 . テ ー マ まとめ 

１，２回の授業で学校看護の課題について検討してきた。それらの課題が授業を通して解決したか、残された課題やさらに新たな課題

について話し合う。文献の読み方や、レポートの書き方ができるようになったかまとめる。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 3回の講義内容を踏まえ、「学校看護の構造」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 3回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4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 4回の授業以後にも行う。 

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 12回の講義内容を踏まえ、「慢性疾患を抱えた児童生徒の急変時の対応」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 13回の授業以後にも行う。 

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） 教育保健学特論／国際保健学特論(2 単位) 池袋 

３．科目番号 
EDMP5511 

EDMP5371 
２．授業担当教員 

（池袋） 鈴木路子・山本静雄・神宮直人・八重樫節子・

石垣久美子・面川幸子 

４．授業形態 講義・見学（実習現地訪問）・討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
学部での開講科目「学校保健学」に準ずる科目の学修を前提とする 

７．講義概要 

成長期にある児童生徒等の健康の保持増進とそれを支える教職員や家族、地域住民の組織的健康の保持

増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資する学校保健安全法に準拠した施策を行

うことを目的としている。学校保健は、近年特に地域環境との連携を重んじ、社会教育や国際教育保健と

も連動した教育保健活動を包括する。博士課程の鍵概念「人間教育」への保健学的アプローチである。 

人間の生涯にわたるよりよい「命の存続」とは何かを問い、看護学や公衆衛生学、学校保健学などの諸

科学を基盤にした、「教育と医学」の融合を図る。又人間の命の存続をそのライフステージ毎にその特性を

考えると共に「命」そのものを育む「環境」を内面（内部環境）、学校環境、家庭環境、地域環境、国際環

境さらには、人間生態系としてのとらえ方に発展させる。それぞれのライフ・ステージ毎の心身の健康状

態が存在していることを認識することも重要な課題である。人間の命とそれを育む環境の保持増進を図る

目的で存在する各種諸法令を理解し、積極的に自らの心身状態への自己ｺﾝﾄﾛｰﾙや生活環境への意識改革を

考えることも重要な課題である。 

基礎科学との繋がりとしては、昨今の「新型コロナウイルス（CODIV-19）」感染症対策には、免疫学・感

染症学・病原微生物学的接近が必要であろうし、自然災害・危機管理には、広義の人間―生態系の視点が

必要であろう。 

学校保健安全法・学校教育法・教育基本法に則り、保健教育（保健学習・保健指導）と保健管理・地域

保健組織活動を総合して実践される「学校保健学」の理論と実践が基盤となるが、領域の異なる専門家集

団による「人間教育学」としての「教育保健学」を院生の研究課題と融合して、展開を図りたい。 

８．学習目標 

①人間の生涯にわたるよりよい「命の存続」とは何かを問い、看護学や公衆衛生学、学校保健学などの諸

科学を基盤にした、「教育と医学」の融合を図る。 

②人間の命の存続をライフステージ毎にその特性を考えると共に「命」そのものを育む「環境」を内面（内

部環境）、学校・家庭・地域、国・国際さらには、人間生態系としての教育保健をとらえる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・領域の異なる専門家集団による「人間教育学」としての「教育保健学」を院生の研究課題と融合して、

展開を図り、レポート提出する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】鈴木庄亮ほか監修「シンプル衛生公衆衛生学」南江堂、2020。 

【参考書】鈴木路子編著「教育健康学」ぎょうせい、平成 16年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価  各教員からの課題を提出 

        15回の教員別完結型評価 

○評定の方法 出席状況と出席時の授業への参加意識・行動 

       課題提出状況等を総合評価 

12．受講生への 

メッセージ 

人間の健康を教育現象として把握する専門領域の多様性を知り、各自の教育観・保健観・環境観を構築し

て下さい。またそれぞれが取り組む修士課程の研究課題が教育保健学とどのようにつながり、どう貢献す

るかについても討論してほしい。 

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 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ： 教育保健学とは？ 命を護るための諸科学の集大成であることを知る（神宮・鈴木路子） 

【学習の目標】教育保健学とは？ 

自らの心身状態と生活環境（物的・人的）及び日常の生活行動様式との関係を認識することから出発する。  

【学習の内容】①学校における教育課程、地域・家庭における人々の生活様式、生活習慣、行動様式、地域文化、気象条件・地理的

諸条件等、多様な人間の生命生存に係る諸要因を調べ、発表・討論をする。②留学生の場合は、同じ国同士協力し合

いながら、家庭・地域、国の人文地理学的諸特性を調べ、特に成長過程にある子どもたちの生命・生活・生存に係る

諸問題を探求する。方法は、文化人類学的方法や生態学的（ｴｺﾍﾙｽ的）方法論を用いる。 

【キーワード】①細胞―組織―器官―系―個体―個体集団―文化・社会―国際関係という系統的・連続的に生命を眺める。 

        系統的連続的生命現象 

       ②その生命を護るための環境諸因子も又、生物的物理的化学的社会文化的諸因子との相互作用としてとらえる。 

       ③教育現象として、これらをどうとらえるか、討論し、領域の内的構造化を図る。  

【学習の課題】①②③のとらえ方に時間因子を軸とした考察を行う。  

【参考文献】配布資料   

【学習する上での留意点】教育現象をどうとらえるか？生命を存続させるための環境諸因子と生命に危害を与え、死滅させる有害環

境を 医学生物学的、社会文化的、物理化学的諸因子を危機管理対策も含めて十分に考慮する。院生と教員は自由に

思考し、関連文献も提示する。既存に組織や分化科学に捕らわれず、自由な発想を提示する。 

２ . テ ー マ 保健室を訪れる子どもたちの自立過程から学ぶ：養護教諭の仕事とチームとしての学校(石垣) 

【学習の目標】保健室は子どもたちにとって、どのような空間であるのか？保健室を経営する養護教諭の人柄（人間性）と専門性、 

学校全体との関わりを考え、討論し、学ぶ。 

【学習の内容】他の教職員との役割の違いや関わりのスタンスの違いに着目しながら、養護教諭だからこそできるあるいは養護教諭 

にしかできない教育活動とは何かについて議論する。また、養護教諭の存在がうまく機能する保健室経営のあり方に 

ついて考察を深める。 

【キーワード】養護、養護教諭の専門性、保健室経営、チームとしての学校 



 

 

【学習の課題】現場実践・養護実習・学校ボランティア活動など、各自の実践的体験を踏まえた考察を行う。 

【参考文献】 配布資料 

【学習する上での留意点】学校種や地域性による差異にも目を向けながら、多様な関わりの中にある本質を掴む。 

3 . テ ー マ 子どもたちに寄り添う専門家集団：スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの仕事(石垣) 

【学習の目標】心理・福祉専門職の特徴を知り、チーム学校における連携のあり方について学ぶ。 

【学習の内容】心理・福祉職の専門性や、教員との養成システムの違い、「チームとしての学校」中で求められている役割等の基本 

的事項を押さえる。学校だけを活動のフィールドとしていない専門職の「強みと弱み」を理解するとともに、養護教 

諭としての連携のあり方について考察する。 

【キーワード】スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、コーディネーターの役割  

【学習の課題】コーディネーターの役割を求められている養護教諭として、心理・福祉専門職を学校の教育活動にうまく引き込むた 

めに必要なことは何かについて考察する。  

【参考文献】 配布資料   

【学習する上での留意点】スクールカウンセラー等の配置状況、各学校の活用方針などには差異がある。このことも踏まえて、より 

現実的な連携のあり方を具体的に考える。 

4 . テ ー マ 学校における危機管理の対象となる事項（学校保健領域や学校安全領域）における危機管理（例：感染症）(面川) 

【学習の目標】事件・事故の発生を未然に防ぐことを中心とした危機管理について学ぶ。  

【学習の内容】養護教諭は、学校安全の概念が拡大されたことを共通理解し、学校経営の基盤となる学校保健計画並びに保健室経営

に組み込むことが求められていることを踏まえ、危険の発生を予知し、未然に防止したり、早期に危険を発見したり

その危険を確実に除去することを重点に考察する。 

【キーワード】リスク・マネジメント、クライシスマネジメント、未然防止、予知・予測 

【学習の課題】実態に見合った「危険等発生時対処要項」の作成に専門的な立場で参画し、卓上訓練やミュレーション訓練について

考える。また、災害や事件・事故発生時における心のケアの基本的理解や危機発生時の健康観察の方法について平常

時から準備し、全職員と研修を深めていく必要性を考察する。 

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】学校経営や保健室経営に地域性があることを踏まえる。  

5 . テ ー マ 学校における危機管理の対象となる事項(学校保健領域や学校安全領域)における危機管理（例：震災関連①）(面川) 

【学習の目標】事件・事故が万が一発生した場合の対策を講じる危機管理を学ぶ。 

【学習の内容】 事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響をうけた児童生徒等その他の関係者の心身の健康回復さ

せるために必要な支援を行うこととされ震災の体験を通して考察をする。  

【キーワード】再発防止、危機管理体制、危機判断、危機介入、危険等発生時対処  

【学習の課題】学校内外の連携を強化し平常時から組織的な体制整備を図ることや児相生徒等が自他危険予測・危険回避の能力を身

につけることができるようにする観点から、発達の段階を踏まえつつ、学校教育活動全体で取り組むことが重要であ

る。このことを実体験を通して考察をする。  

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】学校においての危機管理は児童生徒等ならびに教職員の生命や心身、学校組織などに生じる危機的状況に

対処できることを考える。  

6 . テ ー マ 学校環境衛生基準の策定をめぐって(神宮) 

【学習の目標】学校環境衛生基準とは何か、ＷＨＯの環境衛生の定義を知ろう。ここから見えてくるものは何か？ 

【学習の内容】学校環境衛生基準が制定される過程は、昭和 33年の「学校保健法」の制定から昭和 39年に「学校環境衛生の基準 

について」が通知され、以降その時代のニーズにより改訂が行われ、平成 30年に現行法が施行された。 

【キーワード】学校保健法、学校教育法、学校給食法、学校環境衛生基準 

【学習の課題】時代のニーズとは何か、何が追加改訂されたのか等を理解する。 

【参考文献】 配布資料 

【学習する上での留意点】学校環境衛生活動と関係法令を体系的に理解する。 

7 . テ ー マ 学級閉鎖・学校閉鎖―子どもたちを感染症から守る：病原微生物とそれらに起因する感染症の実状(山本) 

【学習の目標】病原微生物の種類と性状、日本と世界における感染症の実状を理解する。  

【学習の内容】ヒトからヒトへ感染する病原微生物に起因する主な感染症とその発生状況を把握する。  

【キーワード】ウイルス、細菌、ヒトーヒト感染（伝染病）、ベクター、感染経路、人獣共通感染症 

【学習の課題】病原微生物と感染症、感染発症指数について理解する。  

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】ウイルスは、他の微生物と異なり、生きた細胞内でしか増殖できないこと、多数の感染者が発生する感染

症が多数あることを理解する。  

8 . テ ー マ 学級閉鎖・学校閉鎖―子どもたちを感染症から守る：病原微生物の感染予防対策(山本) 

【学習の目標】病原微生物の感染を阻止する方法（感染源・感染経路の遮断、ワクチン接種など）を実践できるよう理解する。  

【学習の内容】感染防止に不可欠な滅菌・殺菌・消毒とその方法、ワクチンの種類と効果・リスク及び免疫が成立しない病原微生物

について理解を深める。 

【キーワード】感染防止、滅菌、殺菌、消毒、ワクチン、感染防御抗体、ウイルスの抗原変異  

【学習の課題】感染症の予防対策が適切に実践・指導できる知識と技能を把握する。  

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】感染の成立と感染様式の関係についての正しい認識を深める  

9 . テ ー マ 
学級閉鎖・学校閉鎖―子どもたちを感染症から守る：胎児・乳幼児の感染防御機構及び胎児・乳幼児・学童の主な

感染症(山本) 



 

 

【学習の目標】胎児・乳幼児の感染防御機構及び胎児期・乳幼児期及び学童期における主な感染症とその予防法について理解する。  

【学習の内容】胎児期に経胎盤感染する風疹ウイルスや梅毒トレポネーマ等、胎児・乳幼児の受動免疫、ワクチンの接種時期（乳幼

児期の水痘・帯状疱疹ウイルス、百日咳菌など、学童期のヒトパピローマウイルスなど）、効果とリスクを把握する。  

【キーワード】受動免疫（S-IgA の腸管内での作用、IgG の胎盤通過性と血中での機能）、胎盤の機能と経胎盤感染、先天性風疹症

候群、先天梅毒  

【学習の課題】胎児・乳幼児の感染防御機構、母親から胎児へ感染する病原体、乳幼児期・学童期に接種するワクチン等について理

解を深める。  

【参考文献】配付資料   

【学習する上での留意点】乳幼児期に特徴的な受動免疫による感染防御機構と能動免疫による感染防御機構の違いについて理解す

る。 

1 0 . テ ー マ 教育工学・人間工学の立場から、子どもを衛るー子どもの視機能の発達と人間工学―（ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ） 

【学習の目標】自分の視力を護りながら、IT関連教育機器を使用する能力を身に付ける。 

【学習の内容】VTR 学習教材の有効性を実証する実験を紹介する。 

       IT 機器の導入によって、学習教材がより体感しやすくなると共に、具体的経験とは異なる映像学習の危機を知るｰ 

【キーワード】情報化社会、教育機器の開発、人間の生物学的適応能力発達のゆがみ、近代化と近視化傾向 

【学習の課題】情報機器の導入、教育工学・人間工学の発展の危機管理 

【参考文献】 修論・博論・卒論の紹介  

【学習する上での留意点】自ら、研究計画を立て、現地での測定を試みよう。 

1 1 . テ ー マ 教室内環境測定から、子どもたちの学習意欲を知る(神宮・鈴木路子) 

【学習の目標】温度を測ろう。温湿度・気流・輻射熱等、総合的にみた環境条件を探る。 

教室内のきめ細かな温度分布、光の分布、空気の汚染、換気・密閉性、窓からの光や景観。勉強のしやすさを探ろう。 

【学習の内容】まず教室内の環境を測ろう。そして測定装置、方法の原理等を理解する。 

【キーワード】温熱環境、換気率、騒音、照度、まぶしさ 

【学習の課題】環境測定を通して住まい易さとは何か、学習意欲に関わる因子を探る。 

【参考文献】 配布資料 

【学習する上での留意点】学校環境衛生基準値を事前学習し、教室内の環境測定から室内環境を改善する対策を整理する。 

1 2 . テ ー マ 測ることの大切さ、報道データの信頼性等の知識醸成ー環境測定機器の開発、現状、導入への道筋―(神宮) 

【学習の目標】データの信頼性は測定方法の妥当性であり、その手法はグローバル標準が不可欠である。我が国の測定法と国際標準

のツール(ISO、各国の測定手法等)を理解し、簡易な環境測定器の紹介、現行法との違いを修得する。 

【学習の内容】人間の日常活動は開始時の計画で 70％以上が決定される。身近に測定について、ISO ルールによる計画を立案し、

測定(行動)・チェックを常に意識し、スパイラルアップ可能な知識の醸成を図る。 

そこで、室内環境測定を体験し、一般環境濃度との違いや評価方法等について、その重要性を再確認して頂く。 

【キーワード】有害化学物質、複合汚染、室内環境測定、ISO、SDGs 

【学習の課題】環境問題、特に健康影響には様々な分野が絡み合っているため、健康問題をともに深め、考察しよう。 

【参考文献】 配布資料 

【学習する上での留意点】身の回り、家庭内、地域社会、都道府県、我が国、世界各国へと視野を広げ、最も大切な環境は身の回 

りであり、自身がどう関わっているか、いくかを理解する。 

1 3 . テ ー マ 学習障害児への寄り添い。ギフテッドチャイルドを集団の中で、どう育てるか？(八重樫) 

【学習の目標】学習障害（LD）やギフテッドチャイルドの特徴や子どもに見られるつまずき、特有の問題点及び生きづらさについ

て理解し、個や学級に対する具体的な支援策を見出す。 

【学習の内容】学習障害児やギフテッドチャイルドの定義と特徴及び学級における具体的な支援や学習障害児やギフテッドチャイル

ドにおける内的環境、心理背景からとらえる自己肯定感の確立について理解する。 

【キーワード】発達障害、自閉症スペクトラム、自己肯定感、チーム学校、コンサルテーション 

【学習の課題】学習障害児とギフテッドチャイルドの違いを検討する。 

【参考文献】 配付資料 

【学習する上での留意点】学習障害（LD）やギフテッドチャイルドの自己肯定感の確立を探っていく。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 3 回の授業内容を踏まえて、「不登校と発達課題との関連性」について、レポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙一枚（1000 字程度） 

実施時期：第 3 回目の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回目の授業開始時に提出する。 

第 13 回の授業において、このレポートを題材とした事例検討を実施する。 

添削指導・質疑応答・意見交換についても第 13 回目授業時または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、その後も担当者授業で随時受付適宜指導する。 

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

課題研究２ 

研究課題：成長過程にある子どもの成長を衛ために、時期に応じた成長・発達の特性を知る。男女差・個人差を十

分に考慮した発達の様相をレポートのまとめ、教育保健学の教育的意義を考える。 

レポート形式：A4 用紙一枚（1000 字程度） 

実施時期：第 1 回目の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回目の授業開始前に提出する。 

添削指導・質疑応答・意見交換についても第 10 回目の授業時または終了後に行う。 

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教育保健学特論／国際保健学特論(2 単位) 名古屋 
３．科目番号 

EDMP5511 

EDMP5371 
２．授業担当教員 鈴木 路子･宋 暁鈞 

４．授業形態 講義・見学（実習現地訪問）・討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
学部での開講科目「学校保健学」に準ずる科目の学修を前提とする 

７．講義概要 

成長期にある児童生徒等の健康の保持増進とそれを支える教職員や家族、地域住民の組織的健康の保持

増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資する学校保健安全法に準拠した施策を行

うことを目的としている。学校保健は、近年特に地域環境との連携を重んじ、社会教育や国際教育保健と

も連動した教育保健活動を包括する。博士課程の鍵概念「人間教育」への保健学的アプローチである。 

人間の生涯にわたるよりよい「命の存続」とは何かを問い、看護学や公衆衛生学、学校保健学などの諸

科学を基盤にした、「教育と医学」の融合を図る。又人間の命の存続をそのライフステージ毎にその特性を

考えると共に「命」そのものを育む「環境」を内面（内部環境）、学校環境、家庭環境、地域環境、国際環

境さらには、人間生態系としてのとらえ方に発展させる。それぞれのライフ・ステージ毎の心身の健康状

態が存在していることを認識することも重要な課題である。人間の命とそれを育む環境の保持増進を図る

目的で存在する各種諸法令を理解し、積極的に自らの心身状態への自己ｺﾝﾄﾛｰﾙや生活環境への意識改革を

考えることも重要な課題である。 

基礎科学との繋がりとしては、昨今の「新型コロナウイルス（CODIV-19）」感染症対策には、免疫学・

感染症学・病原微生物学的接近が必要であろうし、自然災害・危機管理には、広義の人間―生態系の視点

が必要であろう。 

学校保健安全法・学校教育法・教育基本法に則り、保健教育（保健学習・保健指導）と保健管理・地域

保健組織活動を総合して実践される「学校保健学」の理論と実践が基盤となるが、領域の異なる専門家集

団による「人間教育学」としての「教育保健学」を院生の研究課題と融合して、展開を図りたい。 

８．学習目標 

①人間の生涯にわたるよりよい「命の存続」とは何かを問い、看護学や公衆衛生学、学校保健学などの諸

科学を基盤にした、「教育と医学」の融合を図る。 

②人間の命の存続をライフステージ毎にその特性を考えると共に「命」そのものを育む「環境」を内面（内

部環境）、学校・家庭・地域、国・国際さらには、人間生態系としての教育保健をとらえる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・領域の異なる専門家集団による「人間教育学」としての「教育保健学」を院生の研究課題と融合して、

展開を図り、レポート提出する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】鈴木庄亮ほか監修「シンプル衛生公衆衛生学」南江堂、2020。 

【参考書】鈴木路子編著「教育健康学」ぎょうせい、平成 16 年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価  各教員からの課題を提出 

15回の教員別完結型評価 

○評定の方法 出席状況と出席時の授業への参加意識・行動 

課題提出状況等を総合評価 

12．受講生への 

メッセージ 

人間の健康を教育現象として把握する専門領域の多様性を知り、各自の教育観・保健観・環境観を構築し

て下さい。またそれぞれが取り組む修士課程の研究課題が教育保健学とどのようにつながり、どう貢献す

るかについても討論してほしい。 

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 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ： 教育保健学とは？ 命を護るための諸科学の集大成であることを知る（鈴木路子） 

【学習の目標】教育保健学とは？ 

自らの心身状態と生活環境（物的・人的）及び日常の生活行動様式との関係を認識することから出発する。  

【学習の内容】①学校における教育課程、地域・家庭における人々の生活様式、生活習慣、行動様式、地域文化、気象条件・地理的

諸条件等、多様な人間の生命生存に係る諸要因を調べ、発表・討論をする。②留学生の場合は、同じ国同士協力し合

いながら、家庭・地域、国の人文地理学的諸特性を調べ、特に成長過程にある子どもたちの生命・生活・生存に係る

諸問題を探求する。方法は、文化人類学的方法や生態学的（ｴｺﾍﾙｽ的）方法論を用いる。 

【キーワード】①個体―個体集団―文化・社会―国際関係という系統的・連続的に生命を眺める。系統的連続的生命現象 

       ②その生命を護るための環境諸因子も又、生物的物理的化学的社会文化的諸因子との相互作用としてとらえる。 

       ③教育現象として、これらをどうとらえるか、討論し、領域の内的構造化を図る。  

【学習の課題】①②③のとらえ方に時間因子を軸とした考察を行う。  

【参考文献】配布資料   

【学習する上での留意点】教育現象をどうとらえるか？生命を存続させるための環境諸因子と生命に危害を与え、死滅させる有害環

境を医学生物学的、社会文化的、物理化学的諸因子を危機管理対策も含めて十分に考慮する。院生と教員は自由に思

考し、関連文献も提示する。既存に組織や分化科学に捕らわれず、自由な発想を提示する。 

2 . テ ー マ 学校環境衛生基準の策定をめぐって(鈴木路子) 

【学習の目標】学校環境衛生基準とは何か、ＷＨＯの環境衛生の定義を知ろう。ここから見えてくるものは何か？ 

【学習の内容】学校環境衛生基準が制定される過程は、昭和 33年の「学校保健法」の制定から昭和 39年に「学校環境衛生の基準 

について」が通知され、以降その時代のニーズにより改訂が行われ、平成 30年に現行法が施行された。 

【キーワード】学校保健法、学校教育法、学校給食法、学校環境衛生基準 

【学習の課題】時代のニーズとは何か、何が追加改訂されたのか等を理解する。 

【参考文献】 配布資料 

【学習する上での留意点】学校環境衛生活動と関係法令を体系的に理解する。 



 

 

3 . テ ー マ 測ることの大切さ、報道データの信頼性等の知識醸成―環境測定機器の開発、現状、導入への道筋―（鈴木路子） 

【学習の目標】データの信頼性は測定方法の妥当性であり、その手法はグローバル標準が不可欠である。我が国の測定法と国際標準

のツール(ISO、各国の測定手法等)を理解し、簡易な環境測定器の紹介、現行法との違いを修得する。 

【学習の内容】人間の日常活動は開始時の計画で 70％以上が決定される。身近に測定について、ISO ルールによる計画を立案し、

測定(行動)・チェックを常に意識し、スパイラルアップ可能な知識の醸成を図る。 

そこで、室内環境測定を体験し、一般環境濃度との違いや評価方法等について、その重要性を再確認して頂く。 

【キーワード】有害化学物質、複合汚染、室内環境測定、ISO、SDGs 

【学習の課題】環境問題、特に健康影響には様々な分野が絡み合っているため、健康問題をともに深め、考察しよう。 

【参考文献】 配布資料 

【学習する上での留意点】身の回り、家庭内、地域社会、都道府県、我が国、世界各国へと視野を広げ、最も大切な環境は身の回 

りであり、自身がどう関わっているか、いくかを理解する。 

4 . テ ー マ 教室内環境測定から、子どもたちの学習意欲を知る (鈴木路子) 

【学習の目標】温度を測ろう。温湿度・気流・輻射熱等、総合的にみた環境条件を探る。 

教室内のきめ細かな温度分布、光の分布、空気の汚染、換気・密閉性、窓からの光や景観。勉強のしやすさを探ろう。 

【学習の内容】まず教室内の環境を測ろう。そして測定装置、方法の原理等を理解する。 

【キーワード】温熱環境、換気率、騒音、照度、まぶしさ 

【学習の課題】環境測定を通して住まい易さとは何か、学習意欲に関わる因子を探る。 

【参考文献】 配布資料 

【学習する上での留意点】学校環境衛生基準値を事前学習し、教室内の環境測定から室内環境を改善する対策を整理する。 

5 . テ ー マ 学校における危機管理の対象となる事項(学校保健領域や学校安全領域)における危機管理① (宋暁鈞) 

【学習の目標】事件・事故の発生を未然に防ぐことを中心とした危機管理について学ぶ。  

【学習の内容】養護教諭は、学校安全の概念が拡大されたことを共通理解し、学校経営の基盤となる学校保健計画並びに保健室経営

に組み込むことが求められていることを踏まえ、危険の発生を予知し、未然に防止したり、早期に危険を発見したり

その危険を確実に除去することを重点に考察する。 

【キーワード】リスク・マネジメント、クライシスマネジメント、未然防止、予知・予測 

【学習の課題】実態に見合った「危険等発生時対処要項」の作成に専門的な立場で参画し、卓上訓練やミュレーション訓練について

考える。また、災害や事件・事故発生時における心のケアの基本的理解や危機発生時の健康観察の方法について平常

時から準備し、全職員と研修を深めていく必要性を考察する。 

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】学校経営や保健室経営に地域性があることを踏まえる。  

6 . テ ー マ 学校における危機管理の対象となる事項(学校保健領域や学校安全領域)における危機管理② (宋暁鈞) 

【学習の目標】事件・事故が万が一発生した場合の対策を講じる危機管理を学ぶ。 

【学習の内容】事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響をうけた児童生徒等その他の関係者の心身の健康回復させ

るために必要な支援を行うこととされ震災の体験を通して考察をする。 

【キーワード】再発防止、危機管理体制、危機判断、危機介入、危険等発生時対処  

【学習の課題】学校内外の連携を強化し平常時から組織的な体制整備を図ることや児相生徒等が自他危険予測・危険回避の能力を身

につけることができるようにする観点から、発達の段階を踏まえつつ、学校教育活動全体で取り組むことが重要であ

る。このことを実体験を通して考察をする。  

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】学校においての危機管理は児童生徒等ならびに教職員の生命や心身、学校組織などに生じる危機的状況に

対処できることを考える。 

7 . テ ー マ 学級閉鎖・学校閉鎖―子ども達を感染症から守る①：病原微生物とそれらに起因する感染症の概説 (宋暁鈞) 

【学習の目標】病原微生物の種類と性状、感染源・感染経路・易感染性宿主との感染症が成立するための要因を理解する。  

【学習の内容】感染と発症、感染の経過、内因性感染と外因性感染、感染症が成立の 3 要素。病原体の攻撃因子と宿主側の抵抗因子

との相関関係を把握する。  

【キーワード】ウイルス、細菌、原虫、汚染･感染、感染症、水平感染・垂直感染、非特異的防御因子･特異的防御因子 

【学習の課題】病原微生物と感染症、感染発症指数について理解する。  

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】ウイルスは､他の微生物と異なり､生きた細胞に侵入しないと増殖(複製）できない感染性微生物である。

ウイルスの種類によっては、感染した細胞を殺さずにその機能を変えてしまうものがある。あるものは細胞に感染し

て、正常な細胞分裂ができないようにし、癌化させてしまうことがある。 

8 . テ ー マ 学級閉鎖･学校閉鎖―子ども達を感染症から守る②：感染症の診断と治療 (宋暁鈞) 

【学習の目標】感染症診断の流れ（感染症診断の成立か否か・感染部位の特定、検査材料の採取、病原体の確定、治療開始など）を

実践できるよう理解する。  

【学習の内容】感染症を診断する根拠(随伴症状と血液の検査：白血球、赤沈、CRP)、感染症の前駆症状、随伴症状(発熱、下痢、

腹痛、発疹、リンパ節腫脹等)、及び感染部位の特定する方法と検査、感染症の治療法などについて理解を深める。 

【キーワード】感染症の判明、前駆症状、随伴症状、血液の検査、感染部位の特定、感染症の治療法 

【学習の課題】感染症の診断と治療方法が適切に理解してから把握する。  

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】感染症診断の根拠とその後の治療法についての正しい認識を深める。  

9 . テ ー マ 学級閉鎖・学校閉鎖―子ども達を感染症から守る③：感染性食中毒・日和見感染症 (宋暁鈞)  



 

 

【学習の目標】有毒･有害な物質が食品や飲料水の中に混入し、それを飲み食いしたことによって起こる健康障害を阻止する方法（感

染源・感染経路の遮断、消毒・滅菌など）を実践できるよう理解する。  

【学習の内容】食中毒の原因物質と発生機序、食中毒の感染防止に不可欠な滅菌・殺菌・消毒とその方法、食中毒の予防について理

解を深める。日和見感染症の特徴を理解する。 

【キーワード】細菌性食中毒･ウイルス性食中毒、滅菌、殺菌、消毒 

【学習の課題】感染性食中毒の予防対策が適切に実践・指導できる知識と技能を把握する。  

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】感染性食中毒の感染の成立と感染様式の関係についての正しい認識を深める。 

1 0 . テ ー マ 学級閉鎖・学校閉鎖―子ども達を感染症から守る④：性感染症･人畜共通感染症 (宋暁鈞)  

【学習の目標】性感染症や人畜共通感染症を阻止する方法（児童生徒に関する健康教育、感染源・感染経路の遮断、ワクチン接種な

ど）を実践できるよう理解する。  

【学習の内容】接触感染・飛沫感染防止に不可欠な滅菌・殺菌・消毒とその方法、性感染症と人畜共通感染症の予防について理解を

深める。 

【キーワード】世界中蔓延する性感染症、人獣共通感染症、感染防御抗体、ウイルスの抗原変異、ヒトーヒト感染（伝染病）、動物

ーヒト感染、感染経路、感染防止 

【学習の課題】感染症の予防対策が適切に実践・指導できる知識と技能を把握する。  

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】性感染症と人畜感染症の感染の成立と感染様式の関係についての正しい認識を深める。  

1 1 . テ ー マ 
児童生徒における疾病予防と健康管理①： 

胎児・乳幼児の感染防御機構及び胎児・乳幼児・学童の主な感染症；世界感染症 (宋暁鈞) 

【学習の目標】胎児・乳幼児の感染防御機構及び胎児期・乳幼児期及び学童期における主な感染症とその予防法について理解する。 

       世界の感染症の分類･感染経路・感染防御について理解する。  

【学習の内容】胎児期に経胎盤感染する風疹ウイルスや梅毒トレポネーマ等、胎児・乳幼児の受動免疫、ワクチンの接種時期（乳幼

児期の水痘・帯状疱疹ウイルス、百日咳菌など、学童期のヒトパピローマウイルスなど）、効果とリスクを把握する。  

【キーワード】受動免疫（S-IgA の腸管内での作用、IgG の胎盤通過性と血中での機能）、胎盤の機能と経胎盤感染、先天性風疹症

候群、先天梅毒  

【学習の課題】①胎児・乳幼児の感染防御機構、母親から胎児へ感染する病原体、乳幼児期・学童期に接種するワクチン等について

理解を深める。②世界感染症の分類と特徴についてその意義を理解する。  

【参考文献】配付資料   

【学習する上での留意点】乳幼児期に特徴的な受動免疫による感染防御機構と能動免疫による感染防御機構の違いについて理解す

る。感染症法の対象となる感染症についてその意義を理解する。  

1 2 . テ ー マ 児童生徒における疾病予防と健康管理②：身体的感染防御機序、ワクチン・免疫治療 (宋暁鈞) 

【学習の目標】感染性疾病に対応する生体の有利な防衛反応:免疫反応(自然免疫・獲得免疫)、ワクチン接種と受動免疫、免疫治療

方法を実践できるよう理解する。  

【学習の内容】身体的感染防御機序:非特異的免疫反応と特異的免疫反応の発生機序、ワクチンの種類と効果・リスク及び免疫が成

立しない病原微生物について理解を深める。 

【キーワード】自然免疫・獲得免疫、ワクチン接種、免疫治療 

【学習の課題】免疫力の増進対策が適切に実践・指導できる知識と技能を把握する。  

【参考文献】 配付資料  

【学習する上での留意点】感染性疾病に対応する生体の有利な防衛反応(免疫反応)についての正しい認識を深める。  

1 3 . テ ー マ 学習障害児への寄り添い。ギフテッドチャイルドを集団の中で、どう育てるか？ (宋暁鈞) 

【学習の目標】学習障害（LD）やギフテッドチャイルドの特徴や子どもに見られるつまずき、特有の問題点及び生きづらさについ

て理解し、個や学級に対する具体的な支援策を見出す。 

【学習の内容】学習障害児やギフテッドチャイルドの定義と特徴及び学級における具体的な支援や学習障害児やギフテッドチャイル

ドにおける内的環境、心理背景からとらえる自己肯定感の確立について理解する。 

【キーワード】発達障害、自閉症スペクトラム、自己肯定感、チーム学校、コンサルテーション 

【学習の課題】学習障害児とギフテッドチャイルドの違いを検討する。 

【参考文献】 配付資料 

【学習する上での留意点】学習障害（LD）やギフテッドチャイルドの自己肯定感の確立を探っていく。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：「不登校と発達課題との関連性」について、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙一枚（1000 字程度） 

実施時期：第 3 回目の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回目の授業開始時に提出する。 

第 13 回の授業において、このレポートを題材とした事例検討を実施する。 

添削指導・質疑応答・意見交換についても第 13 回目授業時または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、その後も担当者授業で随時受付適宜指導する。 

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

課題研究２ 

研究課題：成長過程にある子どもの成長を衛ために、時期に応じた成長・発達の特性を知る。男女差・個人差を十
分に考慮した発達の様相をレポートのまとめ、教育保健学の教育的意義を考える。 

レポート形式：A4 用紙一枚（1000 字程度） 

実施時期：第 1 回目の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回目の授業開始前に提出する。 

添削指導・質疑応答・意見交換についても第 10 回目の授業時または終了後に行う。 

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教育生理学特論  （2 単位） 池袋 

３．科目番号 

 

EDMP5331 

 ２．授業担当教員 鈴木 路子・柴田 隆史 

４．授業形態 講義・実験・演習・討論 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 

７．講義概要 

人間と環境との相互作用として、刺激反応系から見た体温調節能力の発達過程を明らかにした上で、あ

る学習環境下での児童の体感、疲労感、学習意欲などへの影響を実験的および事例的に明らかにする教育

生理学的方法論を学ぶ。具体的には、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資するために、教育現象

への生理学的アプローチを取り上げ、温熱・光・音など教室内学習環境と児童生徒の心身状態との関連に

ついて分析・考察をおこなう。その結果を臨床教育場面にどのように活かすかを考える（鈴木路子）。 

小児の視機能の発達や眼精疲労など、新しい映像情報メディアを教育に利用する際に検討すべき点を、

生理学と人間工学の観点から考える。具体例として、学校での ICT 機器利用における健康面に関してや、

3D 映像を用いた教材の小学校児童への適用を実践事例として扱う。また、「看護救急処置」領域にヘッド

マウントディスプレイを用いた教材開発に関する研究についても紹介する（柴田隆史） 

８．学習目標 

１ 小児の体温調節能力の発達について理解する。 

２ 進化過程からみた小児の温度適応能力（順化・順応）の発達を明らかにすると共に、日々の生活習慣

や人工環境化の影響について、深く考え、理解し、人間の生命力、生きる力との共存を認識しあう。 

３ 生気象学からみた小児（幼児から、学令児、思春期までを含む）の心身状態（諸症状）の年齢的消長

を考え、このことを基盤にして、現代の学校教育において出現する様々な不適応現象、学校病理現象

の内的背景を考える。 

４ 臨床教育学の構築への教育生理学的アプローチを考え、討論し、それぞれの解釈を統合する。 

５ 人間工学的に見た学習意欲・学習能率をあげるための学習教材開発をおこない、より良い教育課程改

善のための教育方法論を展開する。 

６ 学校教育課程からみた教材開発、教員養成課程における理論と実践を直結させる教材開発に人間の生

命現象（生理的負荷・心理生理的諸反応）を基盤にした実験研究の方法論を修得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

①小児期の体温調節能力の発達過程を説明せよ。 

②子どもの温度適応能力の発達と生育環境―日本の各種気象環境下で生育する小児の局所耐寒性― 

③インドネシア小児の温度環境適応能力の発達とイスラム文化―生物学的適応、生理的適応、行動的適応、

文化的適応― 

④小児及び老人の視機能の発達過程と老化過程について論述せよ。 

⑤人間工学的に見た教材開発の教育的意義を考察せよ。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

鈴木路子著『人間環境教育学―教育生理学的アプローチ』建帛社、2017 

鈴木路子編『人間環境・教育福祉論』光生館、2007 

＊柴田の担当テーマに関しては、必要に応じて適宜資料を配付する。 

【参考文献】 

鈴木路子編『人間環境学』福村出版  

鈴木路子・真野喜洋編『教育健康学』ぎょうせい、2010 

信原幸弘・原塑・山本愛美『脳神経科学リテラシー』勁草書房、2010 

清野宏『臨床粘膜免疫学』株式会社シナジー、2010 

東郷正美『教育と発育との相互作用に関する研究』文部省科学研究費補助金報告書、1992～1993 

H.Monobe/M.Suzuki, Seasonal variations of children exposed natural environmental stresses, 

 J.J.Educational Researchi,2,1999  

小林正子『いじめや家庭問題が体重に与える影響』文部省科学研究費補助金報告書、1994 

Kenneth Murphy/Paul Travers/Mark Walport,Janeway’s Immunobiology(笹月健彦『免疫生物学』原書第

7 版、南江堂、2010)   

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育や学習環境に関係した生理学の基礎や人間の特性について理解しているか。 

２．分かりやすい表現方法で明瞭かつ論理的に自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

出席状況や授業への取り組み、課題により総合的に評価する。 

授業参加 30％、課題と学習状況 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

昭和 42 年から、15 年間かけて行った博士学位取得論文を基に、教育生理学的研究を出発点にして、生

気象学的に異なる地域環境に生活生存する小児（児童生徒等）の温度適応能力の発達を核とした研究を基

に作成した著書から、現代の子どもの健康課題を解決していく手がかりをつかんでみたい。 

 きっと何かが見えてくるはず。現代の学校教育の複雑化した健康課題は、一つの時代の流れの中で、出

現するものであるが、長期的に見た子どもの生命と生活生存は、人と環境を一体化した内面の充実と環境

刺激をどう取り込むかにかかってくるのではないだろうか？ 「臨床教育学」の構築への教育生理学的ア

プローチをめぐって、興味を持って取り組むことを期待したい。さらに、本学において研究が行われた 3D

教材開発とその教材の教育現場での実践例も紹介する。院生・教員ともども教育研究方法の新たな創造を

行ってゆきたい。 

13．オフィスアワー 後日連絡 

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  小児の体温調節能力の発達についてー皮膚温を指標にした実験研究結果からー（鈴木） 

【学習の目標】夏季暑熱環境下での小児が冷房室に入退出した際の影響を物理的体温調節の発達に視点を置いて、実験した結果、体

温調節の発達が 10 歳前後を境に成人型に移行することを予測した。一連の実験結果から、小児の体温調節の発達の

メカニズムを生理学的に理解し、自律神経系の発達と相互関係にあること、皮膚表面温度測定の生理学的、教育学的

意義を理解する。 

【学習の内容】教科書『教育生理・生態学序説』第 1 章 小児の体温調節能力の発達-皮膚温を指標にした経年的実験研究を介して- 

       実験方法、実験結果を再現し、これらの結果が持つ教育学的意義を考える。 

【キーワード】冷房環境、皮膚表面温度、皮膚温低下パターン、物理的体温調節、化学的体温調節 

【学習の課題】 

① 人工環境としての冷暖房の普及が、児童生徒の体温調節能力の発達に影響を及ぼすか 

② 同じ温度環境であっても年齢の異なる小児集団では幼小児ほど、その受ける影響は大であろう。 

③ 各年齢段階によって、皮膚温低下のパターンが異なり、小児期から、成人型への移行期が、10 歳前後になることを 

【教 科 書】鈴木路子『人間環境教育学』建帛社、2017 

２ . テ ー マ 子どもの温度適応能力の発達と生育環境―日本の各種気象環境下で生育する小児の局所耐寒性―（鈴木） 

【学習の目標】生育地の違いによって、子どもの温度適応能力の発達はことなること、特に都市の騒音地域における人工冷暖房校舎

（全館冷暖房防音二重窓校舎）に学ぶ児童生徒の寒冷血管反応の出現パターンが異なることの背景を学ぶ 

【学習の内容】青森県三沢地域の全館冷暖房校舎、同県六ケ所村平屋建て木造校舎、東京都大田区全館冷暖房二重窓防音校舎、同木

造校舎、山梨県甲府盆地内裸保育園児、宮崎県海浜部・山間部における幼児及び小中学校児童の地域環境の違いによ

る局所性耐寒性テスト結果（寒冷血管反応パターン）から、小児の温度適応能力の発達と生育環境との相互作用につ

いて考察する 

【キーワード】生育環境（地域環境）、気象条件、寒冷血管反応、局所性耐寒性テスト 

【学習の課題】小児の温度環境適応能力の発達過程に生育環境における地域の気象条件の違いが影響を与えることの生理的意義につ

いて、実験データから考察する。 

【教 科 書】鈴木路子『人間環境教育学』建帛社、2017 

鈴木路子編著『人間環境・教育福祉論』光生館、2007、 

鈴木路子、科研報告書等 

３ . テ ー マ 子どもの温度適応能力の発達と生育環境-日本の各種気象環境下で生育する小児の局所耐寒性と病欠の実態-(鈴木) 

【学習の目標】小児期の生育地域環境の違いが、温度適応能力の発達に及ぼす影響と病欠、とくに自然環境下の寒冷地における児童

の病気欠席が、洋小児期ほど多く、加齢に従って減衰していく傾向が認められるのに対して、都市の人工冷暖房完備

防音二重窓校舎の児童には、洋小児期は比較的少ないが、その後の減衰傾向が、認められない。このことは、小児期

の感染症り患と免疫機能の発達過程にゆがみが見られることが示唆されることを学ぶ。小児期の免疫の正常な発達過

程は、厳しい自然環境によって獲得されるものであることが推察される、人工環境による保護的環境が、もたらす小

児期の疾病傾向等、広義の免疫学的成長にゆがみを生じさせること、都市化・人工化の波は、免疫学的ゆがみとして

のアレルギー疾患の増大が予測された。 

【学習の内容】上記の目標に連動した各種データ、文献により、推論→実証データでの検証を行う。 

【キーワード】温度適応能力、局所耐寒性、病欠、寒冷刺激、寒冷刺激→ ① 皮膚感覚→視床下部→自律神経→ｶﾃｺｰﾙｱﾐﾝ 

            ② 皮膚感覚→副腎皮質→副腎皮質ホルモン 

【学習の課題】自然環境刺激の必要性を学ぶ。適切な寒冷刺激は、小児期の自律神経系の発達と脳下垂体―副腎系の生体防御機能の

発達を促し、アトピーや喘息等、アレルギー反応の自然寛解につながることを学び（生理学的理解）、成長期の児童

生徒等の学習環境、教育環境を考慮する必要性を提唱する。 

【教 科 書】鈴木路子『人間環境教育学』建帛社、2017 

       鈴木路子編著「人間環境・教育福祉論」光生館、2007  

【参 考 書】信原幸弘・原塑・山本愛美「脳神経科学リテラシー」勁草書房、2010 

清野宏「臨床粘膜免疫学」株式会社シナジー、2010 

鈴木路子・木村康一編著「保健衛生ノートー保健科教育に生かす諸科学ー」ぎょうせい、1986 

４ . テ ー マ 
インドネシア小児の温度環境適応能力の発達とイスラム文化 

―生物学的適応、生理的適応、行動的適応、文化的適応―（鈴木） 

【学習の目標】人間はその成長過程で受けた自然環境刺激によって、生理学的適応能力を獲得する。そこには至適時期がある。また

世代を超えて、その環境刺激を受けていると進化の過程をへて、遺伝子のレベルでの適応（生物学的適応）が獲得さ

れる。このような生物学的、生理学的適応には限界があるので、ひとは、生活習慣や行動を変化させてその環境によ

りよく生活生存できる知恵を用いる。 

これを行動的適応、文化的適応という。これら、人間と環境との相互作用は、見事に人の生存をより良い状態に導く。

インドネシアの文化、宗教、生活習慣から、人間が亜熱帯地域での生活生存がよりよいレベルで営めるような適応の

様式があることを人間の生きるための、生きる力の獲得と連動することを認識させる教材として、教育生理生態学的

アプローチが存在していることを理解する。 

【学習の内容】①教育生理・生態学的アプローチの教育的意義を考える。 

②人がある地域環境で暮らすということの生態学的意義を考える 

③インドネシアの気象条件と人のくらし、そこで育まれる温和な性格、くらしと人の適応能の発達を考える 

【キーワード】西ジャワ、インドネシア小児、生気象学、民族、イスラム教、人の暮らし 

【学習の課題】人間の環境への適応のパターンとしての生物学的適応、生理学的適応、行動的適応、文化的適応の概念と実証事例を

提示し、このような適応の様相を、学校教育、教育課程にどのように生かすかについて考える。 

【教 科 書】鈴木路子・木村康一編著『保健衛生ノートー保健科教育に生かす諸科学ー』ぎょうせい、1986 

５ . テ ー マ 
教室内温度環境と児童生徒の体感・疲労感・学習意欲に関する実態調査 

ー教育現場での問題点を教育生理学的に考察するー  （鈴木） 



 

 

【学習の目標】各種現地調査結果を用いて、児童生徒等の心身状態を教育生理学的に解釈し、子どもにとっての学習環境の在り方を

考える。 

【学習の内容】調査結果からの学び： 

① 冬季暖房時の室内温度条件が、児童の体感、疲労感、学習意欲に及ぼす影響に関する現地調査 

ー建築様式・暖房法の異なる東京都と青森県の小中学校７校の事例からー      

② 過剰暖房の学習意欲への減退と学級閉鎖・学校閉鎖等、感染症対策の現状を実証するとともに、免疫学的機序 

【キーワード】教室内環境、学習意欲、疲労と疲労感、教育現場での実態 

【学習の課題】１日の大半を過ごす学校の教室内環境の健康上の課題を挙げ、その対策を学校環境衛生基準の設定も含めて考える 

ー日常点検、行政施策等の側面からー 

【教 科 書】上記の１０に示した教科書 

6 ～ 7 . テーマ 筋骨格系と感覚器 （柴田） 

【学習の目標】人体を構成する器官として、特に筋骨格系と感覚器の基礎を学び、作業環境や情報技術との関係を考える。 

【学習の内容】筋骨格系の理解からは姿勢や身体の動作範囲について、そして感覚器の理解からは外界からの情報受容について理解

する。 

【キーワード】筋肉、骨格、視覚、聴覚、クロスモーダル 

【学習の課題】学術的文献に基づいた学習を基本とするが、できる限り日常生活や教育場面での事例を取り入れて考える。 

【教 科 書】必要に応じて適宜資料を配付する。 

【参 考 書】丸尾敏夫, 粟屋忍:『視能矯正学』金原出版, 1998。岡田明編著:『初めて学ぶ人間工学』理工図書, 2016 

8 ～ 9 . テーマ 子どもの視機能の発達 －情報技術の発達と視力低下に注目して－ （柴田） 

【学習の目標】小児期の視機能特性について理解し、情報技術との関わりを知る。 

【学習の内容】小児期の視機能の発達を阻害する要因について考える。例えば、タブレット端末やテレビゲームなどの使用が視機能

へ与える影響、特に視機能の低下に関連して近視についての基礎を学ぶ。それにより、適正な視力管理や視環境の構

築について考察する。 

【キーワード】視機能の発達生理、視力、情報技術、視力低下 

【学習の課題】学術的文献に基づいた学習を基本とするが、できる限り日常生活や教育場面での事例を取り入れて考える。 

【教 科 書】必要に応じて適宜資料を配付する。 

【参 考 書】丸尾敏夫, 粟屋忍:『視能矯正学』金原出版, 1998 

10～11.テーマ 感覚機能の加齢変化 －モノと環境の設計に注目して－ （柴田） 

【学習の目標】加齢効果について理解し、成人や高齢者に対するモノのデザインについて考察する。 

【学習の内容】加齢に伴う身体の変化について扱う。特に、身体の変化を学ぶことにより、モノや環境をどのように設計すればよい

のかについて学ぶ。 

【キーワード】視力低下、老視、加齢効果、モノのデザイン 

【学習の課題】学術的文献に基づいた学習を基本とするが、できる限り日常生活や教育場面での事例を取り入れて考える。 

【教 科 書】必要に応じて適宜資料を配付する。 

【参 考 書】岡田明編著:『初めて学ぶ人間工学』理工図書, 2016 

12～13.テーマ 
学校における ICT 機器利用と新しい情報メディアの活用 

－ICT 教育の理解、教材の設計、教材開発、作成した教材の検討－ （柴田） 

【学習の目標】教育場面において先端的な情報技術を活用する考え方や技術を学ぶ。加えて、ユニバーサルデザインによる視点を教

育に取り入れる考え方を学ぶ。 

【学習の内容】学校での ICT 機器利用をはじめとした新しい映像情報メディアや、タブレット端末などの情報機器を用いた教材に

ついて、その必要性や有用性について考える。そして、実際に新しい教材を提案し、作成する演習を通して、次世代

の教材を教育現場で利用するために検討すべきことについて、生理学や人間工学の観点から考える。 

【キーワード】ICT、教材開発、映像情報メディア、視聴覚教材、視機能特性、ユニバーサルデザイン 

【学習の課題】3D 教材の教育効果と教育的意義について考察する。 

【教 科 書】必要に応じて適宜資料を配付する。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：教室内冷暖房の管理、温熱条件、空気の性状、換気の方法など具体例とともに自分の意見や提案を

レポートにまとめなさい。 

        （暑さ寒さに対する人の適応能力の発達を基礎にした教室内空気環境の管理（冷暖房を想定）につ

いて、考察せよ） 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第５回授業及び終了後に行う。 

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：人の生理特性を考慮した教材や教育ツールについて具体例とともに自分の意見や提案をレポートに

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 回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業及び終了後に行う。 

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） 教育生理学特論  （2 単位） 名古屋 

３．科目番号 

 

EDMP5331 

 ２．授業担当教員 宋 暁鈞 

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 

７．講義概要 

児童生徒の身体の構造と機能に関する必要な知識や成長に伴い身体発達のある特徴と内分泌系のホルモ

ン（成長ホルモン、甲状腺ホルモン等）との関連性についての理解と習得をした上で、人間と環境との相

互作用として、刺激反応系から見た体温調節能力の発達過程を明らかにする。ある学習環境下での児童生

徒の体感、疲労感、学習意欲などへの影響を実験的および事例的に明らかにする教育生理学的方法論を学

ぶ。具体的には、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資するために、教育現象への生理学的アプロ

ーチを取り上げ、温熱・光・音等教室内学習環境と児童生徒の心身状態との関連について分析・考察を行

う。そして、その結果を臨床教育場面にどのように活かすかを考える。 

８．学習目標 

１ 学童期から少年期そして青年期に於ける心と身体の発達について理解できるようになる。 

２ 成長に伴い身体のある生理的特徴と内分泌系のホルモン（成長ホルモン、甲状腺ホルモン等）との関

連性について理解できるようになる。 

３ 小児の体温調節能力の発達について理解できるようになる。 

４ 進化過程から見た小児の温度適応能力（順化・順応）の発達を明らかにすると共に、日々の生活習慣

や人工環境化の影響について、深く考え、理解し、人間の生命力、生きる力との共存を認識しあう。 

５ 臨床教育学の構築への教育生理学的アプローチを考え、討論し、それぞれの解釈を統合する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１ 小児期の体温調節能力の発達過程を説明せよ。 

２ 身体の成長や発達に影響を及ぼす内分泌の異常に関する問題 

  ①成長ホルモンの分泌亢進と低下について 

  ②甲状腺ホルモンの分泌亢進と低下について 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

鈴木路子著『教育生理学』家政教育社、2011。 

【参考文献】 

鈴木路子編『人間環境学』福村出版､2010 

鈴木路子・真野喜洋編『教育健康学』ぎょうせい、2010。 

鈴木路子編『人間環境・教育福祉論』光生館、2007。 

信原幸弘・原塑・山本愛美『脳神経科学リテラシー』勁草書房、2010。 

藤崎郁『フィジカルアセスメント完全ガイド』学習研究社、2010。 

小林正子『いじめや家庭問題が体重に与える影響』文部省科学研究費補助金報告書、1994。 

岡田隆夫・松村幹『人体生理学ノート 改訂 7 版』金芳堂、2009 年。 

久木野憲司他『解剖生理学（標準栄養学講座）』金原出版株式会社、2002年。 

高橋長雄『からだの地図帳』講談社、1989年。 

その他、適宜、資料・文献を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．乳幼児期、児童期、青年期等の成長期間に関する各々生理的変化と特徴を踏まえて、発達に重要な影

響を与える内分泌機能の活動について理解しているか。 

２．生理学と医学の他分野と関連づけて理解できているか。 

〇評価の方法 

レポート（論文）の評価、単位認定試験の評価それぞれにGP(グレードポイント)を付与し、修得した各

ポイントの平均（グレードポイント・アベレージ）を、A、B+、B、C、Fいずれかの評価に換算し、それ

ぞれの総合評価が合格決定された場合のみに単位が与えられる。 

上記のほかに、本学の規定に定められている3/4以上の出席が単位習得の条件であることも考慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

教育生理学特論は、児童生徒の身体の構造と機能に関する必要な知識や成長に伴い身体発達のある特徴

と内分泌系のホルモン（成長ホルモン、甲状腺ホルモン等）との関連性についての理解と習得をした上で、

現代の学校教育の複雑化した健康課題は、人と環境を一体化した内面の充実と環境刺激をどう取り込むか

にかかってくることも探索の必要がある。  

「臨床教育学」の構築への教育生理学的アプローチをめぐって、興味を持って取りいれた授業をしたい。 

積極的に授業に参加し、関連する文献を読み、発表・討議することを期待している。 

13．オフィスアワー 
授業のない時間帯に、何時でも結構であるが、研究室で受ける。どんな事でも気軽に来て相談することが

できる。 

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  小児の体温調節能力の発達について－皮膚温を指標にした実験研究結果から－ 

【学習の目標】夏季暑熱環境下での小児が冷房室に入退出した際の影響を物理的体温調節の発達に視点を置いて、実験した結果、体

温調節の発達が 10 歳前後を境に成人型に移行することを予測した。一連の実験結果から、小児の体温調節の発達の

メカニズムを生理学的に理解し、自律神経系の発達と相互関係にあること、皮膚表面温度測定の生理学的、教育学的

意義を理解する。 

【学習の内容】教科書「教育生理・生態学序説」第 1 章 小児の体温調節能力の発達-皮膚温を指標にした経年的実験研究を介して- 

       実験方法、実験結果を再現し、これらの結果が持つ教育学的意義を考える。 

【キーワード】冷房環境、皮膚表面温度、皮膚温低下パターン、物理的体温調節、化学的体温調節 

【学習の課題】 



 

 

① 人工環境としての冷暖房の普及が、児童生徒の体温調節能力の発達に影響を及ぼすか。 

② 同じ温度環境であっても年齢の異なる小児集団では幼小児ほど、その受ける影響は大であろう。 

③ 各年齢段階によって皮膚温低下のパターンが異なり、小児期から成人型への移行期が、10 歳前後になることを理解しよう。 

【参考文献】 鈴木路子『教育生理衛生学序説』家政教育社、2011 

       岡田隆夫・松村幹『人体生理学ノート 改訂 7 版』金芳堂、2009 年 

       高橋長雄『からだの地図帳』講談社、1989年 

2 . テ ー マ 子どもの温度適応能力の発達と生育環境―日本の各種気象環境下で生育する小児の局所耐寒性― 

【学習の目標】生育地の違いによって、子どもの温度適応能力の発達は異なること、特に都市の騒音地域における人工冷暖房校舎（全

館冷暖房防音二重窓校舎）に学ぶ児童生徒の寒冷血管反応の出現パターンが異なることの背景を学ぶ。 

【学習の内容】青森県三沢地域の全館冷暖房校舎、同県六ケ所村平屋建て木造校舎、東京都大田区全館冷暖房二重窓防音校舎、同木

造校舎、山梨県甲府盆地内裸保育園児、宮崎県海浜部・山間部における幼児及び小中学校児童の地域環境の違いによ

る局所性耐寒性テスト結果（寒冷血管反応パターン）から、小児の温度適応能力の発達と生育環境との相互作用につ

いて考察する。 

【キーワード】生育環境（地域環境）、気象条件、寒冷血管反応、局所性耐寒性テスト 

【学習の課題】小児の温度環境適応能力の発達過程に生育環境における地域の気象条件の違いが影響を与えることの生理的意義につ

いて、実験データから考察する。 

【参考文献】 鈴木路子『教育生理・生態学序説』家政教育社、2011 

鈴木路子編著『人間環境・教育福祉論』光生館、2007 

鈴木路子、科研報告書等 

久木野憲司他『解剖生理学（標準栄養学講座）』金原出版株式会社、2002 

高橋長雄『からだの地図帳』講談社、1989 

3 . テ ー マ 子どもの温度適応能力の発達と生育環境―日本の各種気象環境下で生育する小児の局所耐寒性と病欠の実態― 

【学習の目標】小児期の生育地域環境の違いが、温度適応能力の発達に及ぼす影響と病欠、とくに自然環境下の寒冷地における児童

の病気欠席が、洋小児期ほど多く、加齢に従って減衰していく傾向が認められるのに対して、都市の人工冷暖房完備

防音二重窓校舎の児童には、洋小児期は比較的少ないが、その後の減衰傾向が、認められない。このことは、小児期

の感染症り患と免疫機能の発達過程にゆがみが見られることが示唆されることを学ぶ。小児期の免疫の正常な発達過

程は、厳しい自然環境によって獲得されるものであることが推察される、人工環境による保護的環境が、もたらす小

児期の疾病傾向等、広義の免疫学的成長にゆがみを生じさせること、都市化・人工化の波は、免疫学的ゆがみとして

のアレルギー疾患の増大が予測された。 

【学習の内容】上記の目標に連動した各種データ、文献により、推論→実証データでの検証を行う。 

【キーワード】温度適応能力、局所耐寒性、病欠、寒冷刺激➔① 皮膚感覚→視床下部→自律神経→カテコールアミン 

   

② 皮膚感覚→副腎皮質→副腎皮質ホルモン 

【学習の課題】自然環境刺激の必要性を学ぶ。適切な寒冷刺激は、小児期の自律神経系の発達と脳下垂体―副腎系の生体防御機能の

発達を促し、アトピーや喘息等、アレルギー反応の自然寛解につながることを学び（生理学的理解）、成長期の児童

生徒等の学習環境、教育環境を考慮する必要性を提唱する。 

【参考文献】 鈴木路子『教育生理・生態学序説』家政教育社、2011 

鈴木路子編著『人間環境・教育福祉論』光生館、2007 

信原幸弘・原塑・山本愛美『脳神経科学リテラシー』勁草書房、2010 

鈴木路子・木村康一編著『保健衛生ノート－保健科教育に生かす諸科学ー』ぎょうせい、1986 

岡田隆夫・松村幹『人体生理学ノート 改訂 7 版』金芳堂、2009 

高橋長雄『からだの地図帳』講談社、1989 

4 . テ ー マ 
インドネシア小児の温度環境適応能力の発達とイスラム文化 

―生物学的適応、生理的適応、行動的適応、文化的適応― 

【学習の目標】人間はその成長過程で受けた自然環境刺激によって、生理学的適応能力を獲得する。そこには至適時期がある。また

世代を超えて、その環境刺激を受けていると進化の過程をへて、遺伝子のレベルでの適応（生物学的適応）が獲得さ

れる。このような生物学的、生理学的適応には限界があるので、ひとは、生活習慣や行動を変化させてその環境によ

りよく生活生存できる知恵を用いる。 

これを行動的適応、文化的適応という。これら、人間と環境との相互作用は、見事に人の生存をより良い状態に導く。

インドネシアの文化、宗教、生活習慣から、人間が亜熱帯地域での生活生存がよりよいレベルで営めるような適応の

様式があることを人間の生きるための、生きる力の獲得と連動することを認識させる教材として、教育生理生態学的

アプローチが存在していることを理解する。 

【学習の内容】①教育生理・生態学的アプローチの教育的意義を考える。 

②人がある地域環境で暮らすということの生態学的意義を考える。 

③インドネシアの気象条件と人のくらし、そこで育まれる温和な性格、くらしと人の適応能の発達を考える。 

【キーワード】西ジャワ、インドネシア小児、生気象学、民族、イスラム教、人の暮らし 

【学習の課題】人間の環境への適応のパターンとしての生物学的適応、生理学的適応、行動的適応、文化的適応の概念と実証事例を

提示し、このような適応の様相を、学校教育、教育課程にどのように生かすかについて考える。 

【参考文献】 鈴木路子・木村康一編著『保健衛生ノート－保健科教育に生かす諸科学－』ぎょうせい、1986 

5 . テ ー マ 
教室内温度環境と児童生徒の体感・疲労感・学習意欲に関する実態調査 

－教育現場での問題点を教育生理学的に考察する－ 

【学習の目標】各種現地調査結果を用いて、児童生徒等の心身状態を教育生理学的に解釈し、子どもにとっての学習環境の在り方を

考える。 

【学習の内容】調査結果からの学び： 

① 冬季暖房時の室内温度条件が、児童の体感、疲労感、学習意欲に及ぼす影響に関する現地調査 



 

 

－建築様式・暖房法の異なる東京都と青森県の小中学校７校の事例から－ 

②過剰暖房の学習意欲への減退と学級閉鎖・学校閉鎖等、感染症対策の現状を実証するとともに、免疫学的機序 

【キーワード】教室内環境、学習意欲、疲労と疲労感、教育現場での実態 

【学習の課題】１日の大半を過ごす学校の教室内環境の健康上の課題を挙げ、その対策を学校環境衛生基準の設定も含めて考える。 

－日常点検、行政施策等の側面から－ 

【参考文献】 鈴木路子・木村康一編著『保健衛生ノート－保健科教育に生かす諸科学－』ぎょうせい、1986 

6～9．テーマ 子どもの五官・五感と神経学との因果関係及び骨格・筋系機能の発達過程 

【学習の目標】脳神経や感覚系及び骨格・筋系の構造と生理機能に関する資料を配布し、児童生徒等の心身発達状態を教育生理学的

に解釈し、子どもにとっての学習能力の向上させる方法を考える。 

【学習の内容】①神経系の構造・機能及びこどもの発達時期に見られる変化。 

       ②感覚器系の構造・機能及びこどもの発達時期に見られる変化。 

       ③骨格系・筋系の構造・機能及びこどもの発達時期に見られる変化。 

【キーワード】神経、感覚、骨格・筋、集中力と疲労感、学習意欲の実態 

【学習の課題】 児童生徒等の学習効率を向上させる方法について －こどもの身体的（解剖・生理学等）側面から－ 

【参考文献】 手元にあった解剖・生理学資料 

鈴木路子・木村康一編著『保健衛生ノート－保健科教育に生かす諸科学－』ぎょうせい、1986 

      岡田隆夫・松村幹『人体生理学ノート 改訂 7 版』金芳堂、2009 

高橋長雄『からだの地図帳』講談社、1989 

10～13．テーマ 子どもの内分泌系の発達と退化、免疫-アレルギー反応の機序 

【学習の目標】学童期から青年期における顕著な身長の伸びには、内分泌系の成長ホルモンに関与する。成長ホルモンの低下は低身

長の原因となり、甲状腺ホルモンの低下を放置すると知能の発達にも悪い影響を及ぼすことがある。また 免疫系は、

自律神経系と内分泌系と情報を共有し、その機能は外界からの侵害に対して自己を防衛し内部環境を一定に保つこと

である。これらの生理学的基礎を基盤として、学校生活における適切な支援のあり方や医療機関との連携について理

解する。 

【学習の内容】①内分泌系の構造と機能及びこどもの発達時期に見られる変化。 

②身体の免疫反応及びアレルギーの発生機序。 

       ③こどもの発達と自律神経・内分泌系・免疫系との関係。 

【キーワード】成長ホルモン、甲状腺ホルモン、自律神経、免疫細胞、学習能力低下、知的障害。 

【学習の課題】1.幼児期から青年期、成長期間の生理的変化と特徴について 

2.こども身体の成長や発達に影響を及ぼす内分泌の異常について 

①成長ホルモンの分泌亢進と低下について 

②甲状腺ホルモンの分泌亢進と低下について 

【参考文献】 配布した解剖・生理学資料 

鈴木路子・木村康一編著『保健衛生ノート－保健科教育に生かす諸科学－』ぎょうせい、1986 

      岡田隆夫・松村幹『人体生理学ノート 改訂 7 版』金芳堂、2009 

高橋長雄『からだの地図帳』講談社、1989 

課題研究１ 

課題研究テーマ：教室内冷暖房の管理、温熱条件、空気の性状、換気の方法など具体例とともに自分の意見や提案

をレポートにまとめなさい。（暑さ寒さに対する人の適応能力の発達を基礎にした教室内空気環境

の管理（冷暖房を想定）について、考察せよ） 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第５回授業及び終了後に行う。 

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：人の生理特性を考慮した教材や教育ツールについて具体例とともに自分の意見や提案をレポート

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 回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業及び終了後に行う。 

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） 教育データ分析演習 （2 単位） 池袋 

３．科目番号 

 

EDMP5351 

 ２．授業担当教員 ロペス ルイス ミゲル・中園 長新 

４．授業形態 演習（コンピュータを使った実技演習） 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 

７．講義概要 

1)（4 回＋課題研究 1 回）リレーショナルデータベースの基礎を学び、教育データを長期保存・管理できる

データベースの設計を行う。また、SQL で組んだクエリを実行する。 

2）（9 回＋課題研究 1 回）R はオープンソースの言語処理系であり、特に統計解析分野で活用されている。

R の使い方を学ぶことにより、Excel 等で行うよりもはるかに柔軟な統計処理が可能となる。本講義の後

半では、R の基本的な使い方を学び、また R を使って簡単な統計解析を行い、自分の興味のある問題を

R を用いて解くことを行う。 

８．学習目標 

データベースは、DBDesigner4 というソフトウェアを使ってリレーショナルデータベースを設計する技術

を覚える。また SQL 言語の基礎を学習して、データ検索を行う（ソフトウェアは MS Access）。 

統計解析に関しては、R という統計解析システムを活用し、サンプルデータや実世界のデータ等に対して

統計解析を行うスキルを修得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

データ格納は、学校に対する調査から得たデータを格納するためのリレーショナルデータベースを設計す

る。提出形式は、コメントは十分記入された XML ファイル（詳細は 4 回時に説明）。 

また後半では、統計解析システム R を学んだあと、自分の興味のある問題を R で解析しレポートにまとめ、

発表する（詳細は第 5 回以降の授業内で説明）。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

奥村晴彦『R で楽しむ統計（Wonderful R 1）』共立出版、2016。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

山本森樹『体系的に学ぶデータベースの仕組み 第 2 版』日経 BP ソフトプレス、2009。 

山田剛史・杉澤武俊・村井潤一郎『R によるやさしい統計学』オーム社、2008。 

J. D. Long・P. Teetor（大橋真也 監訳）『R クックブック 第 2 版』オライリー・ジャパン、2020。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. ニーズに応じた、データベースを設計できるか 

2. 統計解析システム R を活用し、様々なデータに対して適切な統計処理を行うことができるか 

○評定の方法 

アサイメント（課題）・・・・・80％ 

授業態度 ・・・・・・・・・・20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

コンピュータの基本的なスキル（文字入力、インターネット検索、ファイルの保存、Word, Excel, PowerPoint

の基本的な使用）ができることが履修条件である。 

教科書については、第 5 回授業までに必ず購入し、持参すること。教科書を購入・持参しない場合は、第 5

回授業以降の受講を認めないことがある（参考書については購入の必要はない）。 

13．オフィスアワー 

授業中（オリエンテーション時）に指示する。事前にメールで連絡をすることが望ましい。 

lopez@ed.tokyo-fukushi.ac.jp （ロペス） 

nanakazo@ed.tokyo-fukushi.ac.jp （中園） 
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 
データ格納（2） 

リレーショナルデータベースの設計 

【学習の目標】 リレーショナルデータベースの設計 

【学習の内容】 ソフトウェア Dia を使って、リレーショナルデータベースを設計し始める（ひし形表記法） 

【キーワード】 概念データモデル、論理データモデル、ER 図、IDEF1X 

【学習の課題】 授業で始めた設計を完成させる 

【参考文献】  参考書 「体系的に学ぶデータベースの仕組み 第 2 版」日経 BP ソフトプレス、pp.16~18、pp.42~50 

【学習する上での留意点】 ER は、ひし形表記法の考え方と IDEF1X 表記法の考え方との類似点、相違点をよく理解すること 

2 ~ 3 . テ ー マ 
データ格納（3 と 4） 

リレーショナルデータベースの操作・SQL クエリ 

【学習の目標】 SQL 言語を使って DB 内データを操作する 

【学習の内容】 ソフトウェア MS Access を使って、データを記入して操作する 

【キーワード】 select, group by, union, right join, left join, inner join 

【学習の課題】 ソフトウェア MS Access を使って、与えられた検索問題に対してクエリを作成し、実行する 

【参考文献】  参考書 「体系的に学ぶデータベースの仕組み 第 2 版」日経 BP ソフトプレス、pp.118~132 

【学習する上での留意点】 作成したクエリは提示された検索問題への正確な回答となっていることを確認する 

4 . テ ー マ 
データ格納（5） 

リレーショナルデータベースの設計・課題提示 

【学習の目標】 進んだ設計ソフトウェアを使って DB を設計する 

【学習の内容】 ソフトウェア DBDesigner4 を使って、リレーショナルデータベースを設計し始める（IDEF1X 表記法） 

【キーワード】 カーディナリティ、パーティシペーション、ロール名 

【学習の課題】 授業で始めた設計を完成させる（提出はメールにて、形式は DBDesigner4 形式の設計図） 

【参考文献】  参考書 「体系的に学ぶデータベースの仕組み 第 2 版」日経 BP ソフトプレス、pp.57~60 



 

 

【学習する上での留意点】 設計中、カーディナリティをよく確認すること 

5 . テ ー マ 
統計解析（1） 

R の概要理解と環境構築 

【学習の目標】 R がどのようなものかを理解し、コンピュータ上で R を操作するための環境を構築する 

【学習の内容】 プログラミング言語「R」について学び、開発環境を構築する 

【キーワード】 R、統計解析、開発環境 

【学習の課題】 R を使って基本的なコマンドを実行し、簡単な計算等ができるようになる 

【参考文献】  教科書『R で楽しむ統計』 Chapter 1 

【学習する上での留意点】 プログラミング言語といっても、R は他の言語と性格が異なる部分も多い。既存の概念にとらわれすぎ

ずに、新しいものごとを修得するという新鮮な気持ちで臨んでほしい。まずは教科書等のサンプルプログラミングを書き写して動作

を確かめ、次に自分自身で工夫してプログラムを自作していくことを推奨する。 

6 . テ ー マ 
統計解析（2） 

統計の基礎 

【学習の目標】 統計の基礎を通して R の操作に慣れる 

【学習の内容】 統計に関する下記のキーワードについて復習し、それらを R でどのように扱うかについて学ぶ 

【キーワード】 尺度水準、代表値、確率変数、母集団と標本、分散、標準偏差、正規分布 

【学習の課題】 実際のデータを用いて分散や標準偏差等を計算し、正規分布との関係について考察する 

【参考文献】  教科書『R で楽しむ統計』 Chapter 2 

【学習する上での留意点】 本科目の履修前に統計について学習したことがある場合は、学習内容を復習しておくことを推奨する。

本科目では統計については基礎部分しか扱うことができないため、自分の知識・技能の不足を感じる場合は積極的に自習したり、教

員に質問したりすること。 

7 . テ ー マ 
統計解析（3） 

2 項分布、検定、信頼区間 

【学習の目標】 統計的仮説検定の考え方を理解し、統計における検定の重要性について説明できるようになる 

【学習の内容】 仮説検定、p 値、信頼区間の意味とその重要性について、演習を通して理解する 

【キーワード】 2 項分布、帰無仮説、有意水準、検定、信頼区間、尤度と最尤法 

【学習の課題】 実際のデータを用いて統計的仮説検定を行う 

【参考文献】  教科書『R で楽しむ統計』 Chapter 3 

【学習する上での留意点】 身近なニュースや広告には、値の差をアピールしておきながら実際は有意差がないといった事例が散見

される。そのようなデータを正しく見極め、情報に惑わされない力を養ってほしい。この力は社会人として誰もが修得しておくべき

重要なものである。 

8 . テ ー マ 
統計解析（4） 

事件の起こる確率：ポアソン分布 

【学習の目標】 2 項分布の特殊な場合としてのポアソン分布を理解する 

【学習の内容】 ポアソン分布で考えることができる身近な事例を元に、統計的意義を検討する 

【キーワード】 ポアソン分布、ポアソン過程、Feldman-Cousins の信頼区間 

【学習の課題】 教科書の事例を参考に、ポアソン分布として扱うことができるデータを検討し、分析する 

【参考文献】  教科書『R で楽しむ統計』 Chapter 4 

【学習する上での留意点】 ポアソン分布は個数データに広く応用できるものであるが、それゆえ誤解も多いようである。統計的に

正しく理解し、活用できるようになることを目指してほしい。 

9 . テ ー マ 
統計解析（5） 

分割表の解析 

【学習の目標】 分割表の解析を通して、そこで用いられる仮説検定手法について理解する 

【学習の内容】 分割表の解析を通して、フィッシャーの正確検定やカイ 2 乗検定について学習する 

【キーワード】 分割表、クロス集計、フィッシャーの正確検定、カイ 2 乗検定、マクネマー検定 

【学習の課題】 身近なデータで分割表を作成し、それに対して適切な検定を行う 

【参考文献】  教科書『R で楽しむ統計』 Chapter 5 

【学習する上での留意点】 分割表は修士論文の調査等でもよく使われるものであり、受講生の研究においても大いに活用できるで

あろう。データはただ整理するだけでなく、それを分析して意味を見いだすことが肝要である。本科目の学習を通して、単に値の大

小を比較するだけでなく、統計的有意差を考察できるようになってほしい。 

1 0 . テ ー マ 
統計解析（6） 

連続量の扱い方と t 検定、分散分析 

【学習の目標】 連続量の扱いを通して、誤差や不確かさ、検定の意味を理解し、2 標本に差があるときの t 検定を活用する 

【学習の内容】 2 標本に差があるときの t 検定の意味と方法を習得する 

【キーワード】 連続量、誤差、不確かさ、検定、t 検定 

【学習の課題】 2 標本に差がある連続量データに対して、t 検定を行う 

【参考文献】  教科書『R で楽しむ統計』 Chapter 6 

【学習する上での留意点】 t 検定にはいくつかの種類があるが、ここでは最もオーソドックスと思われるものを扱う。多くの場面

で使われる手法であるだけに、その意義を正しく理解し、誤解のないように正しく活用できる力を身につけることが必要である。授

業外でも自習して理解を深めることが望ましい。 

1 1 . テ ー マ 
統計解析（7） 

相関と回帰分析 

【学習の目標】 相関の意味とその判断手法、および回帰分析の意義について理解し活用できるようになる 

【学習の内容】 R を用いた相関係数の算出方法、および回帰分析の方法を習得する 

【キーワード】 相関、ピアソンの相関係数、回帰分析、最小 2 乗法、ポアソン回帰、ロジスティック曲線 

【学習の課題】 与えられたデータに対して、相関係数を算出し考察したり、回帰分析を実施したりする 

【参考文献】  教科書『R で楽しむ統計』 Chapter 8・9 



 

 

【学習する上での留意点】 日常的な統計処理でもよく見かける内容だが、正しく理解していなければ誤った使い方をしてしまうこ

とも多い。相関、回帰分析ともに正しく使いこなせる能力を身につけてほしい。 

1 2 . テ ー マ 
統計解析（8） 

自分の調査したい問題の決定と R での解析実施（1）：処理・分析方針の検討 

【学習の目標】 自分の修士論文のテーマに沿ったデータの統計処理・分析に向けて、方針を固める 

【学習の内容】 自分の修士論文で用いるデータをどのように処理・分析するか、方針を固めて具体的方策について計画する。 

【キーワード】 修士論文、統計、データ分析 

【学習の課題】 修士論文で用いるデータの統計処理・分析の方針を検討し、計画する。 

【参考文献】  教科書『R で楽しむ統計』 （その他の文献は授業内で紹介する） 

【学習する上での留意点】 これまでの授業（第 6～12 回）で学習した内容を復習し、教科書の該当箇所を再読して授業に臨むこと。

さらに理解を深めたい箇所がある場合は、自ら参考書を参照したり、教員に質問したりすることを推奨する。 

1 3 . テ ー マ 
統計解析（9） 

自分の調査したい問題の決定と R での解析実施（2）：処理・分析実施 

【学習の目標】 自分の修士論文のテーマに沿ったデータを適切に統計処理・分析し、考察する 

【学習の内容】 自分の修士論文で用いるデータに対して、前時にて検討した方針に沿って処理・分析ならびに考察を行う 

【キーワード】 修士論文、統計、データ分析、レポート作成 

【学習の課題】 自分の修士論文で用いるデータに対して統計処理・分析し、考察内容をレポートにまとめる 

【参考文献】  教科書『R で楽しむ統計』 （その他の文献は授業内で紹介する） 

【学習する上での留意点】 レポートでは単なる感想ではなく、統計的分析結果に基づいた学術的考察を求める。これまでの学習内

容を駆使し、自分が扱うデータに適した処理・分析を行うこと。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：「データベースとは、データベースの歴史・データベースの種類」 

インターネット等を検索してデータベースについて調べてくレポートにまとめてください。 

レポートのポイントは次のとおり 

―データベースとは 

―データベースとファイルの違い・データベースの必要性 

―データモデルとは 

―論理モデルの歴史（ネットワーク、ハイアラキカル（または階層型）、リレーショナル） 

レポート形式：MS ワードファイル（1500 字程度）。 

実施期限：第１回の授業後 

提出期限：第２回の授業開始時 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交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：データ分析レポートのオンライン合評会 

課題研究の目標：データ分析レポートに基づいてお互いの分析結果・考察を知り、相互評価によって内容理解を深

める 

キーワード：発表会、相互評価 

課題の詳細：第 12・13 回授業で作成したレポートについて、全学生分を共有する。それらのレポートを熟読し、

お互いに相互評価を行う。レポートの共有ならびに相互評価については、受講学生のみがアクセスできるオンライ

ン上のシステムを用いて実施する。システムの利用方法や相互評価の方法は授業内で指示する。 

参考文献：教科書『R で楽しむ統計』 （その他の文献は授業内で紹介する） 

学習する上での留意点：本課題研究はレポートを読み合って終わりではなく、相互評価に基づいてよりよい分析・

考察を目指すことが必須である。今後執筆する修士論文の全体像をイメージしながら、本科目履修終了後にも活用

し続けることを意識して臨んでほしい。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 人間関係特論  （2 単位） 池袋 

３．科目番号 

 

EDMP5343 

 ２．授業担当教員 原 千恵子 

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 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

学校現場における様々な問題は人間関係から発生するし、現実の問題に対処する方法も人間関係の中で

なされる。そのように考えると教育現場において人間関係の重要性が理解できる。人間関係は教育の基本

である。児童・生徒と教師、その親との関係、児童・生徒同士の関係、教師同士の関係をよりよい関係に

することにより、教育効果を高めることができる。実際的な人間関係能力を高めるために社会的スキルの

練習や訓練も行う。感情処理のスキル、攻撃に対処するスキルの実際、集団に適用できるセカンドステッ

プなどの技法を獲得する。 

８．学習目標 

１．人はどのように環境を理解し、他者に働きかけるかを理解する。 

２．自己意識の形成について理解する。 

３．自己開示について。 

４．コミュニケーションの形成。    

５．援助行動について。 

６．攻撃行動について。 

７．対人関係に関するスキルを理解する。集団によるセカンドステップやＳＳＴの導入により健康な人間

関係を築く。 

 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．自分が児童・生徒であったときの人間関係の体験を思い出しまとめる。 

２．自分の考えがどの程度相手に伝わっているかについて考える。 

３．親しい人々との関係をどのように形成したかを考える。 

 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

齊藤勇著『人間関係の心理学』培風館 

大坊郁夫・安藤清志編『社会のなかの人間理解』ナカニシヤ出版、2004 年。 

下山晴彦編『よく分かる臨床心理学』ミネルヴァ書房、2006 年 

前田ケイ・安西信雄編『本人・家族のためのＳＳＴ実践ガイド』日本評論社、2008 年 

菊池章夫著『社会的つながりの心理学』川島書店、2008 年 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

人間関係を規定する要因は何か。人間関係を作れない要因は何かを理解する。 

○評定の方法 

アサイメント（宿題）及びレポート課題 50％ 

出席率 25％ 

授業態度 25％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人間関係のあり方は教育の基礎であり、心理学の基礎でもあります。人間関係を円滑に作ることができ

ればほとんどの問題は生じません。そこで人間関係を規定する要因は何かについて考えます。種々の要因

が挙げられますがそのなかで現実的な対応のためのスキルがない子ども達には練習してスキルを身につけ

る訓練をします。人間関係が苦手と言う人の中にスキルを身につけることで解決できる人は、内面から改

善すると言うよりも実際的な行動を変えていこうとするものです。楽しい雰囲気の中で挨拶や自己紹介の

練習をしていくうちに自然と人間関係が身についてきます。 

 

13．オフィスアワー 授業時間前後 2 から 3 時間 そのほか研究室に在室いる時はいつでもよい。 

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 人の環境に対する認知の仕方を理解する。 

【学習の目標】人はどのように環境を理解し対応するか。 

【学習の内容】人の環境に対する認知の仕方を理解する。「見たいように見る」欲求と認知の関係、人の敏感性、防衛的態度が知覚

に無意識に影響を与えていること、などを理解する。  

【キーワード】環境の捉え方、知覚の機能、知覚と人間理解 

【学習の課題】学校での児童・生徒の環境に対する働きかけを理解する。他者の言ったことをその通り理解しているか、自分が言っ

たことがその通りに理解されているかについて考えてみる。 

【参考文献】 大坊郁夫・安藤清志編『社会のなかの人間理解』ナカニシヤ出版、2004 

【学習する上での留意点】児童・生徒を学校という環境のなかで把握する 

 

3 ～ 4 . テーマ 自己開示について 

【学習の目標】自己開示の重要性とともに危険性について考える。 

【学習の内容】人間関係を作り維持するために傾聴とともに自己開示が重要である。適切な自己開示は他者との親密性をます。 

児童・生徒が学内でどのような自己開示を互いにしているかについて考えてみる。心理的に深い内面の自己表現につ

いて考える。 

【キーワード】自己開示。 誰にどんなことを。自己開示による傷つき。  



 

 

【学習の課題】児童・生徒の内面に深くたちいることになる。従って課題遂行が対象者の利益につながるような工夫が必要である。 

【参考文献】 安藤清志『見せる自分／見せない自分：自己呈示の社会心理学』サイエンス社、1994 

【学習する上での留意点】倫理上の配慮が必要である。 

 

5 ～ 6 . テーマ コミュニケーションの形成について 

【学習の目標】コミュニケーションが成立するための必要条件について考える。 

【学習の内容】発信者、受信者の関係について考える。 

【学習の課題】双方向対話が成立するためにどのようなことが必要か考える。言葉のみでなく非言語によるコミュニケーションの重

要性や自分の言ったことが正確に伝わっているかのモニタリングも重要である。 

【参考文献】 Springer-Verlag. Nonverbal behavior: A functional perspective. New York : Springer-Verlag. 工藤力監訳 

        『非言語コミュニケーションの基礎理論』誠信書房 

          山本真理子・原奈津子『他者を知る－対人認知の心理学－』サイエンス社、2006 

【学習する上での留意点】自分を理解してもらう方法、相手を理解する方法について考える。 

   

7 ～ 8 . テーマ 他者を援助する 

【学習の目標】援助行動の規定要因は何か。攻撃行動の規定要因とどのように違うか。 

【学習の内容】援助行動の規定要因と攻撃行動の規定要因の違いを考える。援助行動はどのように発達するかを考える。 

【キーワード】性格、認知、感情、状況 

【学習の課題】他者援助に向かう要因を検討し、そのような要因を育てる条件について考える。 

【参考文献】 菊池章夫『思いやりを科学する』川島書店、1988 

デイヴィス、M. H 菊池章夫訳『共感の社会心理学』川島書店、1999  

Buss,A.H. Social behavior and personality 大淵憲一訳『対人行動とパーソナリティ』北大路書房、1986 

原田純治『援助行動と動機・性格との関連 実験社会心理学研究』30,109－121 1990 

【学習する上での留意点】他者援助は攻撃と必ずしも反対の概念ではないことに注意する。 

 

9～10.テーマ 他者を攻撃する 

【学習の目標】学校の中で攻撃性は大きな問題である。攻撃性は怒り、暴力に関係し、児童生徒、親、教師らの仲間、相互関係の中

で発生し、大きな問題となる。なぜ他者を攻撃するか、を考えてみる。本能（フロイト）か、生得（ローレンツ）か、

学習（バンデューラ）か。単純に 2者択一で考えられるか。 

【学習の内容】攻撃はどのような事柄により規定されるか。性格、認知、感情、状況について考える 

【キーワード】攻撃と性格 攻撃と認知 攻撃と感情 攻撃と状況 

【学習の課題】攻撃の規定要因について考える 

【参考文献】 大河原美以『怒りをコントロールできない子の理解と援助 教師と親のかかわり』金子書房、2004 

小林正幸・大熊雅士編『現役教師が活用する仕事術―大学では学べない教師学』ぎょうせい、2007 

【学習する上での留意点】人間関係の中で発生する攻撃の要因とそれを解決する方法を学ぶ 

 

11～12.テーマ  学校生活でのＳＳＴ（Social Skills Training）セカンドステップの導入 

【学習の目標】年齢に応じたＳＳＴを学ぶ 

【学習の内容】人間関係の基本的なスキルを学ぶ。けんかの仲直り、遊びのルール、マナー、はじめての友達との付き合い方など具

体的な人間関係のなかでどのような対応をしたらよいか考え、実際に行動してみる。 

【キーワード】自分を表現する、相手を理解する、人間関係の問題を理解する 

【学習の課題】特別な時間にスキルを訓練するばかりではなく、日常生活の中で常に意識してスキルを実行することが大事である。 

【参考文献】 国分康孝監修、小林正幸・相川充編『ソーシャルスキル教育で子どもが変わる』図書文化、1999 

小林正幸・宮前義和編『子どもの対人スキルサポートガイド 感情を豊かにする SST』金剛出版、2007  

木村秀『被虐待児への児童養護施設における環境療法』淑徳大学大学院研究科研究紀要、2008 

       佐藤正二・佐藤容子編『学校における‐SST‐実践ガイド』 

【学習する上での留意点】ひとりのこどもに焦点をあてながら学校全体の人間関係が向上するような取り組みが必要である。 

 

1 3 テ ー マ 問題に対処するＳＳＴ 

【学習の目標】対人関係が苦手で問題をもつ人を中心に人間関係を円滑に保つためのスキルを学ぶ  

【学習の内容】ストレス－耐性が弱い－対処技能を身につける 

【キーワード】人間関係を円滑に ウォーミングアップ ロールプレイ モデリング 

【学習の課題】対人関係に自信を持って生活できるようなスキルを学ぶ 

【参考文献】 前田ケイ・安西信雄編『本人・家族のための SST実践ガイド』日本評論社、2008 

斉藤環『社会的ひきこもり 終わらない思春期』PHP研究所、1998 

       田中千穂子『引きこもり「対話する関係」をとり戻すために』サイエンス社、1996 

近藤直志・長谷川俊夫編『引きこもりの理解と援助』萌文社、1999 

【学習する上での留意点】人間関係を作れない児童・生徒に SSTの訓練をするのは難しいことである。注意深く実施すること 

 

課題研究１ 

課題研究テーマ：「自己意識の形成」について、参考文献の中の「自己意識の形成」を読み、自己意識がどのように

形成されるかの理論を学び、自分についての理論を土台にして自分はどのように自己意識を形成してきたかについて
考え、まとめて下さい。 

レポート形式：A4 用紙 2,000 字以上 



 

 

提出期限：2020 年 5 月 7 日までに自宅へ郵送して下さい。郵送先は、別途お伝えします。 

     レポートを添削し、授業内で返却・指導を行ないます。 

参考文献：柏木恵子、古澤頼雄、宮下孝広『発達心理学への招待』ミネルヴァ書房、2005  

小山望編 「人間関係がよくわかる心理学」 福村出版 2008 

     齊藤勇 「人間関係の心理学」培風館 2008 

事後学習：自分の自己意識がどのように形成されるか考えてみる。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：さらに現在の自分を考え自分についてどのように理解しているか、また自分のアイデンティティ＝
なりたい自分、目標、としていることについてまとめて下さい。 

レポート形式：A4 用紙 2,000 字以上 

提出期限：2020 年 5 月 7 日までに自宅へ郵送して下さい。郵送先は、別途お伝えします。 

     レポートを添削し、授業内で返却・指導を行ないます。 

参考文献：柏木恵子、古澤頼雄、宮下孝広『発達心理学への招待』ミネルヴァ書房、2005  

小山望編 「人間関係がよくわかる心理学」 福村出版 2008 

     齊藤勇 「人間関係の心理学」培風館 2008 

事後学習：エリクソンのアイデンティティ形成についての理論をまとめる。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 臨床発達支援特論 （2 単位） 池袋・名古屋 

３．科目番号 

 

EDMP5324 

 ２．授業担当教員 【池袋】下出 美智子 【名古屋】石﨑 達也 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
秋期開講科目「臨床発達支援演習」の履修を希望する場合は履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 少子高齢化、核家族化、グローバル化等、私たちは社会情勢や生活環境が急速に変化する時代を生きて

いる。こうした時代の変化は、養育・保育・教育場面はもちろん、人々の「発達」に関する考え方にも大

きな影響を与えている。 

 本講義では、「発達とはどのような現象であるのか」、「人は一生涯を通してどのような発達を遂げていく

のか」という普遍的な課題に取り組むとともに、人間の発達に関する理解と支援の諸課題を、①生物・心

理・社会的視点、②過去・現在・未来の連続的な時間軸上を生きる存在であるという視点、③障害やつま

ずきが内在された存在としてとらえる視点の 3 つの視点から見つめ直すことを通して、「発達」についての

理解を深め、教育臨床場面における発達支援のあり方について受講生とともに議論をする。また、「発達支

援」や「特別支援教育」に関連する文献のクリティカル・リーディングを行う。 

８．学習目標 

1 胎児期～成人期の発達過程で起こる様々な発達上の課題について、生物・心理・社会的視点を含めて説

明することができる。 

2「発達支援」と「特別支援教育」に関連する多くの先行研究をレビューし、研究上の問題を指摘すること

ができる。 

3 臨床発達に関する理論をもとに、養育・保育・教育場面に関心を持ち、具体的な支援策について計画を

立案できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・「発達」に関連する文献をレビューして発表すること。 

・文献リストを作成し、レビューした論文の関心のある箇所を 200 字程度で要約しておくこと。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】特になし 

＊資料は適宜、配布する。資料を整理するファイル等を用意すること。 

【参考書】 

・南風原朝和編『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、2001 年 

・岡本祐子編『エピソードでつかむ生涯発達心理学』ミネルヴァ書房、2013 年 

・守屋國光編著『特別支援教育総論：歴史、心理・生理・病理、教育課程・指導法、検査法』風間書房、

2015 年 

・守屋國光編著『生涯発達論―人間発達の理念と概念』風間書房、2005 年 

・守屋國光編著『発達教育論―自我発達と教育的支援』風間書房、2004 年 

・下出美智子『知的障害のある青年達の音楽行為』風間書房、2011 年 

・藤田治彦『芸術と福祉―アーティストとしての人間』大阪大学出版社、2009 年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

【評価の規準】 

1 胎児期～成人期の発達過程で起こる様々な発達上の課題について、生物・心理・社会的視点を含めて説

明することができたか。 

2「発達支援」と「特別支援教育」に関連する多くの先行研究をレビューし、研究上の問題を指摘すること

ができたか。 

3 臨床発達に関する理論をもとに、養育・保育・教育場面に関心を持ち、具体的な支援策について計画を

立案することができたか。 

【評価方法】 

1 成績評価は①課題報告(40%)、②テーマごとのレポート課題(30%)、③期末レポート課題(30%)により行う。 

2 院生としての基準に満たないレポートは、基準を満たすまで書き直しが求められる。 

12．受講生への 

メッセージ 

 大学院では「先行研究の読解力」「論理的思考力」「学術的文章の作成力」を鍛えることが求められてい

ます。自らの研究論文作成に向け、講義に受け身の姿勢で臨むのではなく、自ら進んで文献・資料収集、

調査研究を行うなど、試行錯誤しながら学びを深めて行ってください。 

13．オフィスアワー 事前にメール等でアポイントをとってください。 

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 ～ 3 . テーマ 「発達」に関する理論的・実践的研究の理解 

【学習の目標】発達心理学、生涯発達心理学に関する理解を深め、発達それぞれの時期における発達支援の専門性を高める。 

【学習の内容】情動・自己・愛着（アタッチメント）・コミュニケーション 

【キーワード】生涯発達・生物学的要因・環境的要因・個人差・ライフサイクル・発達課題 

【学習の課題】遺伝と環境の相互作用に関する研究をまとめて概要を説明すること。 

【参考文献】 『エピソードでつかむ生涯発達心理学』『生涯発達論―人間発達の理念と概念』 

【学習する上での留意点】発達心理学の基礎について、他の授業での学習を確かなものにしておくこと。 

4 ～ 6 . テーマ 「発達支援」に関する研究法、指導法及び心理検査や調査法についての理解 

【学習の目標】心理学的研究法の倫理、関連する心理検査や発達評価の概要を知る。 

【学習の内容】心理学的研究を行う際の倫理、発達評価の種類や操作法などについて、演習を通して学ぶ。 

【キーワード】質的研究・量的研究・知能検査・発達検査・心理検査・心理統計 

【学習の課題】各自、市販の検査法から１つを選択し、授業で概要を説明すること。 



 

 

【参考文献】 『心理学研究法入門』、その他、各種検査法マニュアル  

【学習する上での留意点】心理統計の基礎について、他の授業での学習を確かなものにしておくこと。 

7～10.テーマ 「特別支援教育」に関する理論的・実践的研究の理解 

【学習の目標】現代の子育ての課題や障害者の置かれた状況を理解しつつ、実態把握から個別の指導計画の作成、指導案立案、サブ

教師との連携、教材・教具の工夫など、学校における実践の枠組みや専門的支援方法について知る。 

【学習の内容】知的障害・肢体不自由・自閉症スペクトラム・学習障害・注意欠陥多動性障害・発達性協調運動障害等・特別支援学

校における各種計画、実態把握の方法、指導案の書き方等について学ぶ。 

【キーワード】児童精神医学・発達障害者支援法・診断基準・インクルーシブ教育・個別の指導計画／指導案・SST・認知行動療法 

【学習の課題】各自、指定された障害について事前に調べ、授業で概要を説明すること。各自治体で公表している個別の指導計画あ

るいは支援計画の書式をダウンロードしておくこと。 

【参考文献】 守屋國光編著『特別支援教育総論：歴史、心理・生理・病理、教育課程・指導法、検査法』、 

文部科学省「学校基本調査」、「特別支援学校 学習指導要領」 

【学習する上での留意点】 特別支援教育に関連する文献や専門書にはできるだけ多く目を通すこと。 

11～12.テーマ 「発達支援」に関する文献研究の方法論 

【学習の目標】「発達支援」に関連する学術論文を検索し、要約して他者に伝えることができる。 

【学習の内容】全国誌および国際誌を中心に関連領域の論文を、キーワードを使って検索し、それらを講読する。 

【キーワード】文献データベース・教育研究エビデンス 

【学習の課題】①発達支援に関連のある研究論文をレビューし、授業で紹介する。 

       ②提示された英文の研究論文を翻訳し、概要を授業で紹介する。 

【参考文献】 発達障害教育情報センター（国立特別支援教育総合研究所）、発達障害情報・支援センター (国立障害者リハビリテ

ーションセンター)、国立国会図書館サーチ・CiNii Articles（国立情報学研究所）・日本発達障害学会 発達障害研

究（学会誌）・Journal of Autism and Developmental Disorder,『知的生涯のある青年達の音楽行為』,『芸術と福

祉－アーティストとしての人間』等を利用すること。 

【学習する上での留意点】文献データベースで自分が調べたい論文を抽出することに熟達しておくこと。 

1 3 . テ ー マ まとめとふりかえり 

【学習の目標】本講義のまとめとふりかえりを行う。 

【学習の内容】前半で本講義のまとめを行ない、後半で受講生各自の視点からふりかえりを行う。 

【キーワード】企画力・論理構成及び展開力・コミュニケーション力 

【学習の課題】本講義の成果を報告すること。 

【学習する上での留意点】資料等を作成した上で、指定された時間内に自らの研究成果を報告すること。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 3 回の講義内容をふまえて、「青年期の発達課題とその支援のあり方」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4  1 枚 1,200 字程度 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 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 5 回の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、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 7 回～第 10 回の講義内容をふまえて、「特別支援教育」おける「学びの連続性」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4  1 枚 1,200 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 回の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、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

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

 

 

 


