
 

１．科目名（単位数） アジア文化論 （2単位） 

３．科目番号 GELA1337 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループ学習、グループ発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
全学部・全学年対象科目 

７．講義概要 

21世紀はアジアの時代ともいわれ、アジア諸国とその文化に注目が集まっている。アジア文化圏は、アセ

アンに代表される東南アジア諸国から、中央アジアや西アジアまでを含む広大な範囲を含んでいる。本講義

では、まず世界におけるアジア文化圏の位置づけを考える。次に、現在注目を集めている東南アジア諸国連

合(ASEAN)を中心に様々なアジア文化の特色を考察していく。また興味のあるアジア文化について調べ、個

人ごとまたはグループごとで調査内容を発表することとする。 

８．学習目標 

1. 世界の様々な文化圏の中のアジア文化圏の位置づけと特色について理解し説明できる。 

2. アジア文化圏の中の東南アジア文化圏の位置づけと特色を理解し説明できる。 

3. 東南アジア文化圏以外の多様なアジア文化について理解し説明できる。 

4. 興味のあるアジア文化の特色について調査を実施し異文化理解と自文化理解を深めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．事前学習と事後学習課題については、初回の講義で説明する。 

2．全てのグループが発表を割り当てられ、その準備に向けて出される課題も評価の対象とする。 

3．その他の課題については、講義中に適宜説明する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】池上彰著『池上彰の世界の見方：東南アジア』小学館、2019。 

【参考書】随時、授業で言及する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準(学習目標) 

1. 世界の様々な文化圏の中のアジア文化圏の位置づけと特色について理解し説明できる。 

2. アジア文化圏の中の東南アジア文化圏の位置づけと特色を理解し説明できる。 

3. 東南アジア文化圏以外の多様なアジア文化について理解し説明できる。 

4．興味のあるアジア文化の特色について調査を実施し異文化理解と自文化理解を深めることができる。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1. シラバスを熟読し、講義の学習目標、成績評価等についてよく把握しておくこと。 

2. iphone, smartphone, 携帯電話,その他通信機能のあるノートパソコンやタブレットの電源は切り、かば

んの中にしまうこと。 

3. 本学規定により、3/4（4回）以上欠席すると単位の修得が認められないので留意しておくこと（遅延につ

いては、遅延証明書を当日又は次回講義までに担当教員に提出すること。遅延の累計回数が多い場合、遅

延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

4. 成績総合評価の内、授業での積極的参加は比重が大きいので、分からないことは積極的に質問し、ディス

カッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

5. 不正行為への対応等について、本学は、「東京福祉大学・短期大学部 研究活動における不正行為への対

応等に関する規程」を平成 26年 12月 4日に制定しています。詳しくは、本学ホームページの大学紹介・

研究活動のところを参照してください。文部科学省のガイドラインでは、「学生に対する研究倫理教育」

を行うことが要請されているので、皆さんは、大学で自分の学習成果をレポートにしたり発表したりして

いくうえでの倫理、つまり、守らなければならない事があります。不正行為としては、１．捏造(ねつぞ

う)、２．改ざん、３．盗用があります。不正行為については、適宜、処置がなされるので、これらについ

て十分に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

アジア文化圏の国々の世界での位置づ

け。多様な「アジア」の国々・文化につ

いて 

事前学習 アジア文化圏を構成する国々について各自調べておく。 

事後学習 

講義で説明されたグループ発表について重要事項を確認しな

がら、形成されたグループで、担当する国について調査を始め

る。 

第２回 日本と ASEANの歴史的関係 

事前学習 
テキスト pp. 14~47を読み、よく分からない単語や概念をリス

ト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第３回 
戦後の日本の経済成長と ASEAN との

関係 

事前学習 
テキスト pp. 47~61を読み、よく分からない単語や概念をリス

ト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

  



 

第４回 ベトナム南北分断の歴史的背景 
事前学習 

テキスト pp. 64~77を読み、よく分からない単語や概念をリス

ト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う 

第５回 ASEAN は共産主義への防波堤？ 

事前学習 
テキスト pp. 77~102を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第６回 シンガポールとマレーシアの関係 
事前学習 

テキスト pp. 104~120を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う。 

第７回 マレーシアと Look East政策 

事前学習 
テキスト pp. 120~125を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第８回 インドネシアと東インド会社 

事前学習 
テキスト pp. 128~146を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第９回 スカルノ大統領とスハルト大統領 
事前学習 

テキスト pp. 146~162を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う。 

第１０回 タイの歴史と社会性 
事前学習 

テキスト pp. 164~179を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う。 

第１１回 フィリピンの魅力 
事前学習 

テキスト pp. 179~192を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う。 

第１２回 ドゥエルテ大統領とフィリピン 
事前学習 

テキスト pp. 179~192を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う。 

第１３回 カンボジアの歴史 

事前学習 
テキスト pp. 194~210を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第１４回 ミャンマーの歴史と社会 

事前学習 
テキスト pp. 210~221を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第１５回 ロヒンギャと国際社会 

事前学習 
テキスト pp. 221~225を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく 

事後学習 
アジア圏内の国家間の交流について分析し、今後の傾向と動向

について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅱ（外国語活動） （2 単位） 

３．科目番号 GECM1312 

２．授業担当教員 黒岩 好子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

アメリカの文化と言語 I のクラスで学んだアメリカの文化と言語に関する知識の幅を広げ、アクティブラー

ニングを取り入れ、楽しく外国語活動を行い使える力へと高める。まず、活動型の授業形態をとり、活動に

伴う会話力の技能を、様々な日常生活の場面に応じて基本的なレベルから、より高いレベルへと向上させる。

また、コミュニケーション力や人間関係能力を高めるための基本的な表現力を身につける。アメリカの文化

を学びながら自国の文化と比較することで、様々な文化を尊重できる素地を養う。 

８．学習目標 

1) 様々な日常生活に必要な活動に応じた教材を適宜使用しながら、英語(表現力)の技能を高め、実生活で

外国語を使える力を育成する。 

2) 1）を達成するため、英語の言語としての特徴（発音、文法、語法等）を理解する。 

3) アメリカの文化事情について多角的に考察を深める。 

4) アメリカの文化を学ぶことで、自国を含む多様な文化を尊重する態度を育成する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

1. 主体的に学習する上で基礎となる事前学習・事後学習を各自十分に行うこと。 
2.  期末レポートのテーマは、「授業を通して発見したコミュニケーションの相違と異文化理解について」 

とする。A4用紙に1000字程度で記載し、第15回目の授業時に提出すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】Paul Stapleton 『How Culture Affects Communication  英米人の考え方、日本人の考え方』 

金星堂、2006。 

別途プリント教材も使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の基準（学習目標） 

1. 様々な教材を適宜使用しながら、英語の 4 技能をバランスよく育成することができたか。 

2. 1.)を達成するため、英語の言語としての特徴（発音、文法、語法等）を理解することができたか。 

3. アメリカの文化事情について多角的に考察を深めることができたか。 

4. アメリカの文化を学ぶことで、自国を含む多様な文化を尊重する態度を育成することができたか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：25％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：25％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1. 英語力やコミュニケーション力を高めるうえで重要なことは、勇気を持ってチャレンジしていく強い精神 

です。受身的姿勢はリセットし、積極的かつ意欲的に授業に参加することを望みます。 

2. 各授業の予習・復習は必ずやること。その際、疑問に思ったことはそのままにせず解決に努めること。 

3. 小テストは全て受けること。また長期休暇課題や期末のレポート提出日は厳守すること。 

4. 実践に即した英語表現力向上を目指したプリント教材も併用するが、音読を重ね記憶に定着するよう 

努めること。 

5.「授業中の私語・居眠り・携帯/スマホの使用、頻繁な遅刻、教科書を忘れる」を禁ずる。それに反した 

場合は上記「11．成績評価規準の受講態度等」評価点の減点対象とする。 

6. クラス状況に応じ、内容や順番を調整・変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション： 
シラバスの確認、授業概要、及び 
自己紹介 

事前学習 
教科書を購入し、「はじめに」「目次」及び「授業で取り上げる

Unit」に目を通し内容を確認しておく。 

事後学習 
本授業を受講するにあたっての留意点を振り返り、英語学習の
目標設定と自分に適した学習方法を確認しておく。 

第２回 Unit 1: Age, Status, and Family  

事前学習 
１．Unit 1 (pp.1～4)のわからない英単語を調べ問題もすべて
解答する。２. Unit 1 本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 1本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第３回 Unit 2: Politeness 

事前学習 
１．Unit 2 (pp.5～8)のわからない英単語を調べ問題もすべて
解答する。２. Unit 2 本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 2本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第４回 Unit 3: Feedback  

事前学習 
１．Unit 3 (pp.9～12)のわからない英単語を調べ問題もすべ
て解答する。２. Unit 3本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 3本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

  



 

 

第５回 
Unit 4: Rituals 

小テスト#１ 

事前学習 

１．Unit 4 (pp.13～16)のわからない英単語を調べ問題もすべ
て解答する。 ２．Unit 4 本文の概要及びそれに対する自分の
意見・疑問点をノートにまとめておく。 ３．小テスト#１（Unit 

1、2 ＆3及びプリント教材）の準備をする。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 4本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第６回 Unit 5: Titles  

事前学習 
１．Unit 5 (pp.17～20)のわからない英単語を調べ問題もすべ
て解答する。２. Unit 5本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 5本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第７回 Unit 6: Modesty  

事前学習 
１．Unit 6 (pp.21～24)のわからない英単語を調べ問題もすべ
て解答する。２. Unit 6本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 6本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第８回 
Unit 7: Heart-to-Heart Communication 
小テスト#２ 

事前学習 

１．Unit 7 (pp.25～28)のわからない英単語を調べ問題もすべ
て解答する。２. Unit 7本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 ３．小テスト#２（Unit 
4、5 ＆6及びプリント教材）の準備をする。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 

２. Unit 7本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第９回 Unit 8: Face-to-Face communication  

事前学習 

１．Unit 8 (pp.29～32)のわからない英単語を調べ問題もすべ

て解答する。２. Unit 8本文の概要及びそれに対する自分の意
見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 

２. Unit 8本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第１０回 
Unit 12: Comparing 
長期休暇課題について 

事前学習 

１．Unit 12 (pp.45～48)のわからない英単語を調べ問題もす

べて解答する。２. Unit 12 本文の概要及びそれに対する自分
の意見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 

２. Unit 12本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 
３．長期休暇課題レポートの準備に着手する。 

第１１回 
長期休暇課題の提出及び発表 
小テスト#３ 

事前学習 
１．長期休暇課題レポートを完了する。２．発表するための練
習をする。３．小テスト#３（Unit 7、8 ＆12 及びプリント教
材）の準備をする。 

事後学習 
自身の発表を振り返り、表現力を更に高めるための改善点を考
えてみる。 

第１２回 
Unit 13: Politically Correct Language  
外国語活動の発表及び 

期末レポートについて 

事前学習 
１．Unit 13 (pp.49～52)のわからない英単語を調べ問題もす
べて解答する。２. Unit 13 本文の概要及びそれに対する自分
の意見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 13本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第１３回 
Unit: 16 Reflections of Language and 
Culture 

事前学習 
１．Unit 16 (pp.61～64)のわからない英単語を調べ問題もす
べて解答する。２. Unit 16 本文の概要及びそれに対する自分
の意見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 16本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第１４回 外国語活動の発表 

事前学習 
英語の原稿を見ずに発表ができるようになるまで練習を重ね
ておく。 

事後学習 
自身の発表を振り返り、英語表現力を更に高めるための改善点

を考えてみる。 

第１５回 
本授業のまとめ、ディスカッション 

期末レポート提出 

事前学習 
１．期末レポート（9.-2参照）を完了する。２. 初回授業時に

設定した自分の学習目標に対する達成度を査定してみる。 

事後学習 

本授業で使用した教科書、プリント教材及びノートなどに再度
目を通し、自己分析をしながら英語力の更なる向上を目指し自

律的学習の習慣化計画を立てる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅱ（外国語活動） （2 単位） 

３．科目番号 

GECM1312 

GECM1322 

GECM1112 ２．授業担当教員 別府 結起 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

アメリカの文化と言語 I のクラスで学んだアメリカの文化と言語に関する知識の幅を広げ、ア

クティブラーニングを取り入れ、楽しく外国語活動を行い使える力へと高める。まず、活動型

の授業形態をとり、活動に伴う会話力の技能を、様々な日常生活の場面に応じて基本的なレベ

ルから、より高いレベルへと向上させる。また、コミュニケーション力や人間関係能力を高め

るための基本的な表現力を身につける。アメリカの文化を学びながら自国の文化と比較するこ

とで、様々な文化を尊重できる素地を養う。 

８．学習目標 

1) 様々な日常生活に必要な活動に応じた教材を適宜使用しながら、英語(表現力)の技能を高

め、実生活で外国語を使える力を育成する。 

2) 1）を達成するため、英語の言語としての特徴（発音、文法、語法等）を理解する。 

3) アメリカの文化事情について多角的に考察を深める。 

4) アメリカの文化を学ぶことで、自国を含む多様な文化を尊重する態度を育成する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

英語の基本的な文法事項を総点検するために、高校英語の入門的な練習問題を毎週課す。学習方法や課題

の提出方法等については、初回に詳しく説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Alison Baxter, The USA. Oxford University Press (Oxford Bookworms Factfiles: Stage 3) 

 

【参考書】 

各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

●成績評価の基準（学習目標） 

1. 様々な教材を適宜使用しながら、英語の 4 技能をバランスよく育成することができたか。 

2. 1.)を達成するため、英語の言語としての特徴（発音、文法、語法等）を理解することができたか。 

3. アメリカの文化事情について多角的に考察を深めることができたか。 

4. アメリカの文化を学ぶことで、自国を含む多様な文化を尊重する態度を育成することができたか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：25％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：25％ 

12．受講生への 

メッセージ 

指定した範囲を事前・事後に必ず読んで、予習・復習すること。その際、不明な点、疑問に思った点を書

き出し、その解決に努めること。辞書を必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 Introduction: 本科目のねらいと取り組みの解説 

事前学習 
速やかに教科書を入手し、必ず 90分以上かけて通読

する。 

事後学習 
授業中に指摘された参考文献について検索し、必要

ならば入手しておく。 

第２回 
ch. 1: In the Beginning 読解練習と歴史事項の

解説 

事前学習 

事前に配付される英単語を調べておく。また、ch.1の

テキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、概要を整

理する。 

事後学習 
ch.1 のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第３回 
ch. 2: The Pilgrim Fathers 読解練習と歴史事

項の解説 

事前学習 
ch.2のテキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、概

要を整理する。 

事後学習 
ch.2 のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第４回 
ch. 3: The War of Independence 読解練習と歴

史事項の解説 

事前学習 
ch.3のテキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、概

要を整理する。 

事後学習 
ch.3 のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第５回 
ch. 4: The Civil War 読解練習と歴史事項の解

説 

事前学習 
ch.4のテキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、概

要を整理する。 

事後学習 
ch.4 のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

  



 

 

第６回 
ch. 5: The Wild West 読解練習と歴史事項の解

説 

事前学習 
ch.5のテキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、概

要を整理する。 

事後学習 
ch.5 のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第７回 

課題研究：第２回から第６回の講義内容を踏まえ

て自身の興味を引いたチャプターについて調べ学

習を行い「新たに学んだこと」についてレポートに

まとめましょう。 

レポート形式：A4１枚を英語で書く。 

（夏期休講明けに添削し返却：発表あり） 

事前学習 レポートの題材を推考し、調べ学習を行う。 

事後学習 
調べたことに関して発表を行う。その後質疑応答あ

り。 

第８回 
ch. 7: New Americans 読解練習と歴史事項の解

説 

事前学習 
ch.7のテキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、概

要を整理する。 

事後学習 
ch.7 のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第９回 
ch. 8: Black Americans 読解練習と歴史事項の

解説 

事前学習 
ch.8のテキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、概

要を整理する。 

事後学習 
ch.8 のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第１０回 
ch. 9: The government of the USA 読解練習と

文化事項の解説 

事前学習 
ch.9のテキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、概

要を整理する。 

事後学習 
ch.9 のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第１１回 
ch. 10: Living in the USA 読解練習と文化事項

の解説 

事前学習 
ch.10のテキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、

概要を整理する。 

事後学習 
ch.10のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第１２回 
ch. 11: Eating and drinking the American way 

読解練習と文化事項の解説 

事前学習 
ch.11のテキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、

概要を整理する。 

事後学習 
ch.11のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第１３回 
ch. 12: Music from America 読解練習と文化事

項の解説 

事前学習 
ch.12のテキストにおいて知らない単語を調べ、通読し、

概要を整理する。 

事後学習 
ch.12のテキストの意味を確実に理解しながら音読する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第１４回 

課題研究：第 8回から第 13回の講義内容を踏まえ

て自身の興味を引いたチャプターについて調べ学

習を行い「新たに学んだこと」についてレポートに

まとめましょう。 

レポート形式：A4１枚を英語で書く。 

（次週までに添削し返却：次週発表） 

事前学習 レポートの題材を推考し、調べ学習を行う。 

事後学習 
調べたことに関して発表を行う。その後質疑応答あ

り。 

第１５回 第２回〜１４回 総まとめ＆発表 
事前学習 既習の内容に関して学んだことをまとめておく。 

事後学習 授業で学習した内容について復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅱ（外国語活動） （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1112 

GECM1312 
２．授業担当教員 箕輪 理美 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

アメリカの文化と言語 I のクラスで学んだアメリカの文化と言語に関する知識の幅を広げ、アクティブラー

ニングを取り入れ、楽しく外国語活動を行い使える力へと高める。まず、活動型の授業形態をとり、活動に

伴う会話力の技能を、様々な日常生活の場面に応じて基本的なレベルから、より高いレベルへと向上させる。

また、コミュニケーション力や人間関係能力を高めるための基本的な表現力を身につける。アメリカの文化

を学びながら自国の文化と比較することで、様々な文化を尊重できる素地を養う。 

８．学習目標 

1) 様々な日常生活に必要な活動に応じた教材を適宜使用しながら、英語(表現力)の技能を高め、実生活で

外国語を使える力を育成する。 

2) 1）を達成するため、英語の言語としての特徴（発音、文法、語法等）を理解する。 

3) アメリカの文化事情について多角的に考察を深める。 

4) アメリカの文化を学ぶことで、自国を含む多様な文化を尊重する態度を育成する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．主体的に学修を行う上での基礎となるので、各自十分に事前学習・事後学習をしておくこと 

２．長期休暇における課題を課すので計画立てて実施すること。また、学期末に期末レポートを課す。 

それぞれ詳細については授業中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】Gary Dendo, Masako Dendo, 『America in Motion アメリカの過去・現在・未来を読む』成美
堂、2010 年。 

【参考書】各自、英和辞書を必ず持参すること。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の基準（学習目標） 

1. 様々な教材を適宜使用しながら、英語の 4 技能をバランスよく育成することができたか。 

2. 1.)を達成するため、英語の言語としての特徴（発音、文法、語法等）を理解することができたか。 

3. アメリカの文化事情について多角的に考察を深めることができたか。 

4. アメリカの文化を学ぶことで、自国を含む多様な文化を尊重する態度を育成することができたか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：25％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：25％ 

12．受講生への 

メッセージ 

語学力の習得のためには習慣的な学習が必須です。この授業の履修を選択する学生には、予習と復習を必ず

行うことを前提として求めます。 

 

異なる時代や文化を生きる人々について学ぶことは、自らが持つ「常識」を相対化し、また、他者を理解し

共感しようとする態度を育んでくれます。アメリカ社会や英語についての基礎的な理解力を深めるだけでは

なく、ディスカッションやプレゼンテーションを通して、英語を使ってコミュニケーションを取ることの楽

しさも学んでいってほしいと考えています。 

13．オフィスアワー 初回の授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction: 授業概要、学習目標、学習方法、自己

紹介 

事前学習 
教科書を購入し、目次及び授業で取り上げる章の

内容に目を通しておく。 

事後学習 授業内容をもとに、今学期の学習計画を立てる。 

第２回 Chapter 6: The Japanese American Internment (1) 

事前学習 
Chapter 6 の前半部分（p.32～p.33 の 23 段落目）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第３回 Chapter 6: The Japanese American Internment (2) 

事前学習 
Chapter 6 の後半部分（p.33 の 24 段落目～p.35）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第４回 Chapter 7: The Illegal Immigration Problem (1) 

事前学習 
Chapter 7 の前半部分（p.38～p.39 の 20 段落目）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第５回  Chapter 7: The Illegal Immigration Problem (2) 

事前学習 
Chapter 7 の後半部分（p.39 の 21 段落目～p.41）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 



 

 

第６回 
Chapter 8: The American “Gun Society” (1) 

小テスト① 

事前学習 

１．Chapter 8 の前半部分（p.43～p.44 の 18 段

落目）を音読し、わからない単語をすべて調べて

おく。  

２．小テスト①（Chapter 6-7）の準備をする。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第７回 
Chapter 8: The American “Gun Society” (2) 

プレゼンテーション準備 

事前学習 
Chapter 8 の後半部分（p.44 の 19 段落目～p.46）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 

１．授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しな

がら本文を音読する。 

２．プレゼンテーションの文章を完成させ、すら

すら読めるように練習する。 

第８回 プレゼンテーション 

事前学習 
英語の原稿を見ずにプレゼンテーションができ

るようになるまで練習を重ねる。 

事後学習 

１．自分のプレゼンテーションを振り返り、良か

った点と改善点をノートに記録する。 

２．上手いと思ったプレゼンテーションの共通点

を考えてみる。 

第９回 
Chapter 9: Barack Obama: Breaking Through the 

Glass Ceiling (1) 

事前学習 
Chapter 9 の前半部分（p.48～p.49 の 28 段落目）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１０回 
Chapter 9: Barack Obama: Breaking Through the 

Glass Ceiling (2) 

事前学習 
Chapter 9 の後半部分（p.49 の 28 段落目～p.51）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１１回 

Chapter 13: Interracial Marriage – Then and Now 

(1) 

小テスト② 

事前学習 

１．Chapter 13 の前半部分（p.68-69）を通読し、

わからない単語をすべて調べておく。 

２．小テスト②（Chapter 8-9）の準備をする。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１２回 
Chapter 13: Interracial Marriage – Then and Now 

(2) 

事前学習 
Chapter 13 の後半部分（p.70-71）を通読し、わ

からない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１３回 Chapter 17: The Same-Sex Marriage Battle (1) 

事前学習 

Chapter 17 の前半部分（p.88～ 

p.89 の 28 段落目）を通読し、わからない単語を

すべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１４回 Chapter 17: The Same-Sex Marriage Battle (2) 

事前学習 

Chapter 17 の後半部分（p.89 の 29 段落目～

p.91）を通読し、わからない単語をすべて調べて

おく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１５回 まとめ、小テスト③ 
事前学習 小テスト③（Chapter 13, 17）の準備をする。 

事後学習 授業で学んだ内容を復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 異文化コミュニケーション教育 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2171 

２．授業担当教員 坂井 二郎 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学部国際教育専攻対象科目 

７．講義概要 

 異文化コミュニケーションは、異文化環境下でのコミュニケーションや文化背景が異なる者同士によるコ

ミュニケーション事象などを対象としている。グローバル化の進む国際社会では、越境する人々によって教

育環境も多様化し、異文化コミュニケーションの機会は増加している。 

 本講義では、教育場面での異文化の対人関係を取り上げながら、教育の現状や文化とコミュニケーション

の関係、またその影響や対応などについて考えていく。 

８．学習目標 

１． 文化とコミュニケーションの関係について理解することができる。 

２． 多様な教育環境について理解することができる。 

３． 教育場面における文化の影響について理解することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習と事後学習を参照し行っておくこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

資料は適宜教室内で配布する。 

【参考書】 

特になし。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.文化とコミュニケーションの関係について理解することができたか。 

2.多様な教育環境について理解することができたか。 

3.教育場面における文化の影響について理解することができたか。 

○評定方法 

以下の点を総合的に評価する。 

1.授業態度     総合点の 30%：積極的な参加、課題の提出状況などにより評価。 

2.グループ・ワーク 総合点の 30%：共同作業での発言、役割貢献などにより評価。 

3.試験・レポート  総合点の 40%：基礎知識の理解、自身の意見の表出の程度により評価。 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．わからないことはそのままにせず、どのような些細なことでも気軽に聞くようにしてください。 

２．事前学習は授業時のペアやグループでの演習の題材となるため、必ず行なってください。 

３．辞書は適宜持参してください。 

４．意見は積極的に発信してください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業概要の説明：「異文化コミュニケーション教育」に

関するシラバス内容の確認 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマや内容につい

て確認しておく。 

事後学習 
シラバス内容を見返し、授業の重要点をノー

トにまとめる。 

第２回 異文化コミュニケーションと教育：文化の役割 

事前学習 
異文化コミュニケーションと教育の関係と

文化の役割について考える。 

事後学習 
異文化コミュニケーションと教育の関係と

文化の役割について学んだことをまとめる。 

第３回 コミュニケーション教育と異文化コミュニケーション 

事前学習 
コミュニケーション教育に関する配布資料

を読んでおく。 

事後学習 

コミュニケーション教育と異文化コミュニ

ケーションの関係について学んだことをま

とめる。 

第４回 言語教育と異文化コミュニケーション 

事前学習 言語教育に関する配布資料を読んでおく。 

事後学習 
言語教育と異文化コミュニケーションの関

係ついて学んだことをまとめる。 

第５回 
小学校・中学校における英語教育と異文化コミュニケー

ション 

事前学習 
文部科学省の小・中の英語教育に関する学習

指導要領を読んでおく。 

事後学習 
小学校・中学校における英語教育の特徴につ

いて学んだことをまとめておく。 

第６回 日本語教育と異文化コミュニケーション 

事前学習 
日本語教育に関する文化庁の配布資料を読

んでおく。 

事後学習 
日本語教育と異文化コミュニケーションの

関係について学んだことをまとめる。 



 

 

第７回 異文化理解教育と異文化コミュニケーション 

事前学習 
異文化理解教育に関する配布資料を読んで

おく。 

事後学習 
異文化理解教育と異文化コミュニケーショ

ンの関連性について学んだことをまとめる。 

第８回 
第２回から第７回までのまとめ：異文化コミュニケーシ

ョン教育の基礎事項の確認 

事前学習 
第２回から第７回までの重要点を振り返り、

重要点をまとめておく。 

事後学習 
第２回から第７回までの内容で再発見した

ことをまとめておく。 

第９回 高校における異文化理解教育 

事前学習 
高校の「異文化理解」に関する学習指導要領

を読んでおく。 

事後学習 
高校における異文化理解教育の特徴につい

て学んだことをまとめる。 

第１０回 大学における異文化理解教育 

事前学習 

大学における異文化理解教育に関する授業

のシラバスを調べ構成と内容について考え

ておく。 

事後学習 
大学における異文化理解教育について学ん

だことをまとめる。 

第１１回 
異文化コミュニケーション教育と多文化共生の取り組

み 

事前学習 

異文化コミュニケーション教育に関連する

多文化共生の取り組みに関する事例を読ん

でおく。 

事後学習 

異文化コミュニケーションに関連する多文

化共生の取り組みについて学んだことをま

とめる。 

第１２回 
異文化コミュニケーション教育とコミュニケーション

スキル 1:DIE メソッドと観察の意義 

事前学習 
DIE メソッドに関する配布資料を読んでお

く。 

事後学習 
DIE メソッドと観察することについて学ん

だことをまとめる。 

第１３回 
異文化コミュニケーション教育とコミュニケーション

スキル 1:エポケーと判断保留の意義 

事前学習 エポケーに関する配布資料を読んでおく。 

事後学習 
異文化理解を促進する聴き方について学ん

だことをまとめる。 

第１４回 
第９回から第１３回のまとめ：異文化コミュニケーショ

ン教育の応用事項の確認 

事前学習 
第９回から第１３回までの重要点を振り返

りまとめる。 

事後学習 
第９回から第１３回までの内容で再発見し

たことをまとめておく。 

第１５回 異文化コミュニケーション教育に関する発表 

事前学習 
異文化コミュニケーション教育に関するレ

ポート作成を完了し発表準備をする。 

事後学習 
異文化コミュニケーション教育の授業を振

り返り、重要点をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 医療経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2130 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッ

ション（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）

を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

医療機関の運営に関する問題について、経営学の観点から学習を進める。医療機関は、その公共性から、

利潤を追求することが第一義的な目的ではないため、ややもすると経営状態が悪化することが指摘されて
いる。このため、医療機関の経営について、どのように公共性と利潤追求とのバランスをとりながら行っ
ていくべきかについて学習することが重要である。昨今では、高齢化などから医療・福祉機関が増加して

いることも考えれば、その重要性は増している。 

８．学習目標 

１．医療機関の存立を支えうる立場としての経営学や経済学の重要性を認識する。 

２．現代の医療機関の運営に必要な公共性と利潤追求とのバランス感覚を養う。 

３．一般の企業、公共機関と医療機関の運営の相違点と類似点を把握する。 

４．現在、医療機関を運営を持続的に行っていく上で、問題となる点を認識する。 

５．高齢化などの社会の変化の中で、医療・福祉機関がどのように行われるべきかの考えを持てるように

する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

アサインメントは特に課さない。15回の講義の中では各講義内容と関連した演習問題を出題する。また、

第12回の講義の際にレポートを課す。 

レポート課題：別途、授業のなかで指示する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】授業内で配布するプリント教材を使用する。 

【参考書】今村知明・康永秀生・井出博生共著 
『医療経営学（第２版）－病院倒産時代を生き抜く知恵と戦略』医学書院。 
木村憲洋・的場匡亮・川上智子編著『１からの病院経営』碩学舎。 

野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 
榊原清則著『経営学入門 上 下』日経文庫、日本経済新聞社。  

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

１．医療経営に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してもらう。班別に

リーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなう。なお授業中にスマホ、私語、居眠り
の多い者は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による厳重な監督下におく。 

２．第１２回目の講義の際にレポート課題を出題しますが、提出期限はその際に知らせる。また提出され

たレポートは後日発表してもらう。  
３．将来、医療・福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンス

を磨く、という意気込みで講義や演習に臨んでほしい。 

４．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、
自分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニ
ングの場と考えること。 

５．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問すること。 

13．オフィスアワー 第 1回目の授業の際にお知らせいたします。 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 
日本医療の現状と課題① 

-我が国の医療費を巡って- 

事前学習 日頃、病院経営で見聞することをまとめる。 

事後学習 医療システムが直面する課題を整理する。 

第２回 
日本医療の現状と課題② 
        -医療提供体制- 

事前学習 前回の講義内容を確認する。 

事後学習 医療システムが直面する課題を整理、まとめる。 

第３回 医療と経営学 
事前学習 自分が病院経営にあたった場合何を考えるか、まとめる。 

事後学習 経営学が医療問題の解決にどう役立つか考える。 

第４回 病院の組織 
事前学習 経営学や組織論で学んだ組織の要素、形態を整理する。 

事後学習 医療サービスに相応しい組織は何かまとめる。 

第５回 
病院の医事管理 
演習（グループワーク） 

事前学習 
医療経営者、リーダーがなすべき業務管理は何か考える。 
これまで本講義で学んだ事項を確認する。 

事後学習 
これまで本講義で学んだ医療経営に関する知識を整理す
る。 

第６回 
病院の人的資源管理① 

-病院スタッフの動機づけ、 
雇用の現状と課題- 

事前学習 
経営学など他授業で学んだ人的資源管理の知識を整理す
る。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の意義を整理する。 



 

 

第７回 
病院の人的資源管理② 
-人事考課、賃金制度、キャリア開発- 

事前学習 病院における人的資源の確保・定着に必要なことを考える。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の意義を整理する。 

第８回 
病院の人的資源管理③ 
-職場環境の改善と意義 
（メンタルヘルスとワーライフバランス）- 

事前学習 病院における人的資源の確保・定着に必要なことを考える。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の意義を整理する。 

第９回 演習（グループワーク） 
事前学習 これまで病院の人的資源管理で学んだ知識を整理する。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の知識、意義をまとめる。 

第１０回 病院の財務・会計と経営分析 
事前学習 これまで学んだ財務・管理会計に関する知識をまとめる。 

事後学習 病院経営における経営分析の意義を整理する。 

第１１回 医療保険制度と DPC 
事前学習 自分にとって身近な医療保険を考える。 

事後学習 
医療保険制度や DPC が病院運営に与える影響は何かまと
める。 

第１２回 
医療の評価 
レポート課題の出題 

事前学習 患者としてどういう病院を選択するかを考える。 

事後学習 医療の評価の特徴についてまとめる。 

第１３回 医療の情報化と ICT システム 
事前学習 

身近に利用した病院の情報システムとしてどのようなもの
があったか思い出す。 

事後学習 医療の情報化のメリット・デメリットは何かまとめる。 

第１４回 医療安全管理そのほか 
事前学習 

医療事故とはどのようなものか調べる。 
第１２回講義で出題されたレポートの提出準備 

事後学習 医療安全管理の重要性など整理する。 

第１５回 
最後のまとめ 
演習（レポート課題発表と討議） 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 
第１２回講義で出題されたレポートの発表準備 

事後学習 医療経営に関し自分なりの知見がもてたか振り返る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語学Ⅲ（英語の談話） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3308 

２．授業担当教員 坂井 二郎 

４．授業形態 グループディスカッション、グループプレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学部３，４年次学生対象 

７．講義概要 

本講座の目標は、中学校及び高等学校における外国語科の授業に資する英語学的知見を身につけることにあ
る。そのため英語学の1つの分野である語用論（pragmatics）の中の談話分析に焦点を当てて学習する。談話

（ディスコース）とは、「文（または節）よりも大きな言語単位」を意味し、談話分析では話し言葉と書き
言葉の双方によるやり取りを研究対象とする。この科目の学習目的は、自然な話し言葉と書き言葉の談話の
性質を深く理解するとともに、話し言葉と書き言葉の談話分析について考察することである。授業では談話

分析と文法、語彙、会話の役割、話し言葉と書き言葉の談話を中心に学修し英語学の知見を養い英語教員と
しての教養を高める。 

８．学習目標 

1.話し言葉と書き言葉の談話の性質について理解する。 

2.話し言葉と書き言葉の談話分析について理解する。 

3.談話分析の英語教育における意義と役割について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

宿題は別途配布されたプリントのディスカッション・クエスチョンに自分なりの答えを記入しておくことを

意味する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

橋内武『ディスコース―談話の織りなす世界』くろしお出版。 

【参考書】 

マイケル・マッカーシー、安藤貞雄、他『語学教師のための談話分析』大修館書店。 

林宅男、他『談話分析のアプローチ：理論と実践』研究社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 話し言葉と書き言葉の談話の性質について理解できたか。 

2. 話し言葉と書き言葉の談話分析について理解できたか。 

3. 談話分析の英語教育における意義と役割について理解できたか。 

○評定の方法 

グループ学習への参加度・貢献度  30％ 

課題・提出物           30％ 

試験(小テスト・口頭発表等)     40% 

12．受講生への 

メッセージ 

1．例を出しながら授業を進めますが、疑問やわからないことはそのままにせず、些細なことでも気軽に質問

してください。 

2．宿題は授業時のペアやグループでの演習の題材となるため、必ず行なってください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
「英語の談話」とはなにかをシラバス、教科書の「はし
がき」と「目次」を読んで、科目全体の学習内容と到達
目標の確認を行う。 

事前学習 
教科書の「はしがき」と「目次」を読み授業
の内容について確認する。 

事後学習 
シラバスと授業ノートを基に、科目の概要と
到達目標を再確認する。 

第２回 
談話分析の考察を通して「談話」の本質について理解す
る（第 1章）。 

事前学習 
第 1章（pp.3～10）を読み概要、自分の意見、
疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第３回 
文法構造としての「ことばの構造」とコミュニケーショ
ンの働きとしての「ことばの機能」を理解する（第 2章）。 

事前学習 
第 2 章（pp.11～20）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第４回 
談話をテキストとコンテクストの総体として理解する
（第 3章）。 

事前学習 
第 3 章（pp.21～28）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第５回 談話とコミュニケーションの関係を理解する（第 4章）。 
事前学習 

第 4 章（pp.29～36）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第６回 
談話文法に注目しながら書き言葉の談話分析を理解す
る（第 7章）。 

事前学習 
第 7 章（pp.55～64）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第７回 
第２回から第６回の学修内容について確認・整理しての
まとめを行い英語教育への活用について考える。 

事前学習 
第 1章から第 4章と第 7章までの内容を教科
書とノートで再確認し、英語教育への活用に
ついて考えておく。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第８回 
発話行為論と話し言葉の談話分析の関係を理解する（第
8章）。 

事前学習 
第 8 章（pp.65～72）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第９回 
話し言葉の談話における会話の含意と協調の原則の役
割について理解する（第 9章）。 

事前学習 
第 9 章（pp.73～80）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第１０回 
話し言葉としての談話分析である会話分析を考える 1：
電話での会話の始め方と終わり方について理解する（第
11章）。 

事前学習 
第 11章（pp88～98）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 



 

 

第１１回 
話し言葉としての談話分析である会話分析を考える 2：
話者交代・挿入連続・選好される応答形式・修復などの
キーワードで会話の諸相を理解する（第 12章）。 

事前学習 
第 12 章（pp99～108）を読み概要、自分の
意見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第１２回 
談話の理解における背景知識の役割について理解する
（第 16章）。 

事前学習 
第 16章（pp130～140）を読み概要、自分の
意見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第１３回 
談話分析の研究課題である辞書の中の談話辞（談話標
識）の役割を理解する（第 22章）。 

事前学習 
第 22章（pp.189～196）を読み概要、自分の
意見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する 

第１４回 
英語の教科書作成における談話分析の役割について理
解する（第 23章）。 

事前学習 
第 23章（pp.197～206）を読み概要、自分の
意見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第１５回 
第 2回から第 14回までの内容を振り返り英語教育にお
ける談話分析の知見の意義を考える。 

事前学習 
英語学 III（英語の談話）の授業内容を振り
返り、英語の談話に関する知見の英語教育に
おける意義について考える。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語学演習Ⅱ（意味論） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3305 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講座の目標は、中学校及び高等学校における外国語科の授業に資する英語学的知見を身につけることにあ
る。そのため英語学の1つの分野である意味論（Semantics）に焦点を当てて学習する。まず、意味論は言語

（日常言語）の意味を研究対象とするが、本講座では、「意味の分析」「意味関係」「テクストと意味」「意味
変化」などの分野を取り上げる。このような分野を通して、言葉の意味、日常語の曖昧性と類似性、いくつ
かの文からなる「テクスト」（「談話」ともいう）の構造、意味の変化の原因や分類などの考察を試みる。そ

して意味論の学習を通して、英語の音声の仕組み・英文法・英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語の
実態を知り、理解を深めていく。 

８．学習目標 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解している。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について学習し理解している。 

3．意味関係について学習し、意味の曖昧さの原因を知り、同義性と反意性の理解を深め、英語の語彙指導を 

行う際の留意点について考察できる。 
4．意味変化の原因と分類の枠組みを学習し、英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語の実態を理解する

ことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

プレゼンテーションとレポート課題 

１．「意味関係」に関連するプレゼンテーション 

２．意味論の英語教育への応用に関するレポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

池上嘉彦『テイクオフ英語学シリーズ３ 英語の意味』大修館書店。 

【参考書】 

松本曜『認知意味論』大修館書店。 

山内信幸・北林利治 共編著 『現代英語学へのアプローチ』英宝社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解しているか。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について学習し理解しているか。 

3．意味関係について学習し、意味の曖昧さの原因を知り、同義性と反意性の理解を深め、英語の語彙指導を 
行う際の留意点について考察できるか。 

4．意味変化の原因と分類の枠組みを学習し、英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語の実態を理解する

ことができるか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 30％ 

２ 復習テスト・レポート 総合点の 30％ 

３ 期末テスト 総合点の 40% 

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

12．受講生への 

メッセージ 

１．意味論は大変興味深い分野であり、語学教育への応用が可能です。授業研究や教材開発にも、意味論学
んだことを積極的に活用してみてください。 

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

３．遅延の場合は、遅延証明書を授業の終わりまでに担当教員に提出すること。なお、遅延の累積回数が多 

い場合には、遅延を認めない場合もあるため、注意すること。  

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction 講義概要・学習目標・学習方法 
１．日常の言語生活の中の「意味論」 

事前学習 第 1 章(pp.3～)を読み、重要語句に印をつける。 

事後学習 学んだことを良く復習し、意味論の全体像を把握する。 

第２回 
２．意味の本質  
①概念的意味 ②感情的意味 ③文法的意味 
④意味の分析としての成分分析 

事前学習 意味の本質について、配付プリントに目を通す。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第３回 
３．意味関係 
 ①意味のあいまいさ：同音性と多義性 

事前学習 
教科書の pp.4~5, p.9 を読み、「同音性」と「多義性」に
ついて理解する。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第４回 

３．意味関係 
②意味の類似性（同義性）： 
〇意味のずれ（上下関係、非両立性） 
〇文体的価値のずれ 

事前学習 
教科書の第 4 章の「意味の類似性」を読み、配付プリン
トの説明に目を通す。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第５回 

３．意味関係 
③反意性 

  １．相補的な関係に基づくもの 
  ２．連続した尺度に基づくもの 
  ３．反対関係に基づくもの 

事前学習 

教科書の第 4 章及び配付プリントの「反意性」に目を通
し、以下の 3 つの枠組みに注意を払うこと。 
１．相補的な関係に基づくもの 
２．連続した尺度に基づくもの 
３．反対関係に基づくもの 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 



 

 

第６回 

４．意味とコンテクスト 
話し手と聞き手が特定の場面で発する表

現、すなわち、発話の意味を理解するための 4
つの仕組みの理解。 
①指示機能 ②発話行為  
③背景となる知識 ④会話の原則 

事前学習 

第６章を読み、「意味とコンテクスト」について理解する。 
話し手と聞き手が特定の場面で発する表現、すなわち、
発話の意味を理解するため、4 つの仕組みについて事前
に教科書の説明をよく読んでおくこと。 ①指示機能  
②発話行為 ③背景となる知識 ④会話の原則 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第７回 

5．テクストと意味  
①テクストの定義 
②テクスト構造（ミクロ構造、マクロ構造）。

テクストとは、「いくつかの文からなるもの」
の事を言い、文と文のつながりや段落間の関
連性（cohesion & coherence）について学習
する。 

事前学習 
「テクストと意味」に関する印刷教材を読み、提示され
た英文の内容を理解する。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第８回 
５．テクストと意味  
③印刷教材を使用し、実際に英文でテクス

ト構造を確認する。 

事前学習 
配付されたプリントの英文の内容を理解し、テクスト構
造について考えてみる。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第９回 

6．意味変化 (第 7 章)  
①語の意味変化：意味は時と共に変化する。

Key Words は、意味の特殊化、意味の一般化、
意味の向上、意味の下落。 

事前学習 
第 7 章を読み、語の意味変化として、以下の 4 点につい
て理解する。 ①意味の特殊化 ②意味の一般化  
③意味の向上 ④意味の下落。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第１０回 

6．意味変化（第 7 章)  
②意味変化の原因：語の意味はなぜ変化す

るのか考察する。例、社会における語の移動、
語の意味と指示物とのずれ、語彙体系の変化
など。 

事前学習 
第 7 章の意味変化の原因をよく読み、①社会における語
の移動 ②語の意味と指示物とのずれ ③語彙体系の変
化について理解する。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第１１回 

6．意味変化 （第 7 章） 
③意味変化の仕組み：元の意味と新しい意

味との関係を考察する。Key Words は意味の
類似性、近接性、語形の類似性、語形の近接
性など 

事前学習 
第 7 章の意味変化の仕組みをよく読み、意味の類似性、
近接性、語形の類似性、語形の近接性などについて理解
する。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第１２回 
7．意味論の初等教育への応用：これまで学ん
できたことが小学校の英語教育にどのように
活用できるか、考察する。 

事前学習 
意味論の分野で、小学校の英語教育への応用が可能な分
野や内容を事前に選択し、英文は音読練習をしておくこ
と。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第１３回 
8．意味論の中等教育への応用：これまで学ん
できたことが、中学校や高等学校の英語教育
にどのように活用できるか、考察する。 

事前学習 
意味論の分野で、中学校や高校の英語教育への応用が可
能な分野や内容を事前に選択し、英文は音読練習をして
おくこと。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第１４回 

9．意味論の英語教育への応用：これまで学ん
できたことが、小学校・中学校・高校学校で
の英語教育にどのように活用できるか、発表
する。 

事前学習 
グループ発表の準備をする。実際に声を出して練習し、
間の取り方を確認し、質疑応答が英語で出来るよう準備
をする。 

事後学習 
グループ発表を通して学んだこと、気づいたことを振り

返りシートに書き留めておく。 

第１５回 
10. 総まとめ 
15 回の授業のポイントの確認と質疑応答 

事前学習 
これまでに学習したことをよく復習し、質問内容を考え
る。 

事後学習 期末テストに備え、知識の整理を行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語科指導法Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 EDEN3342 

２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 
講義、演習（ペア・グループ活動、ディスカッション、プ

レゼンテーション） 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

英語科指導法 I で学んだことを踏まえ、教育実習に必要な実践的な知識を身につけることを目標とする。授

業の構成は以下のようになる。まず、学習者及び、言語活動のポイントに応じて、授業が展開できるよう、
基本的な知識や指導技術を学び、次に、学んだことや自分で行なった教材研究の成果を生かして、指導案を
作成する。この指導案に基づいて、模擬授業を展開し、自己及び相互評価、ディスカッションを通して、授

業の改善の可能性を探る。最後に、より良い授業を目指して、教授法と教授技術の学びを深める。 

８．学習目標 

1. 教育実習の目的を理解し、授業準備の手順に沿って実習校で準備できる素地を確立できる。 

2. 教材研究（教科用図書等）を深めることで模擬授業の指導案作成に必要な情報を入手し、指導案全体の構

成を把握することができる。 

3. 学習指導要領の「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の３
つの資質・能力を踏まえた形で、領域別の学習到達目標、指導計画、そして評価規準を設定し、実際に指

導案を作成できる。 

4. 模擬授業の体験を通じて、英語でのインタラクションを指導に生かすことができる。 

5. ICTを含む視聴覚教材の活用と教室管理により、より効果的な授業展開ができるよう、それらの知識を深

めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

課題：①文法の指導力向上のため、学期中に文法解説演習を数回課す。 

②模擬授業評価レポート (毎回) 

③実施した模擬授業から得た知見を主に活かして５０分間授業の学習指導案を最後に作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

 【教科書】 

米山朝二・杉山敏・多田茂 共著『英語科教育実習ハンドブック 改訂版』大修館書店。 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

【参考書】 

教育実習を考える会『教育実習生のための学習指導案作成教本 英語科[改訂版』蒼岡書店。 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育実習の目的を理解し、授業準備の手順に沿って実習校で準備できる素地を確立できるようになった
か。 

2. 教材研究（教科用図書等）を深めることで模擬授業の指導案作成に必要な情報を入手し、指導案全体の構

成を把握することができるようになったか。 

3. 学習指導要領の「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の３
つの資質・能力を踏まえた形で、領域別の学習到達目標、指導計画、そして評価規準を設定し、実際に指

導案を作成できるようになったか。 

4. 模擬授業の体験を通じて、英語でのインタラクションを指導に生かすことができるようになったか。 

5. ICT を含む視聴覚教材の活用と教室管理により、より効果的な授業展開ができるよう、それらの知識を深

めることができるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

1. コースワーク（授業中の態度・積極的参加度、ペア、グループワーク等） 総合点の 20％ 

2. 指導案作成 総合点の 30％ 

3. 模擬授業 総合点の 25％ 

4. 期末テスト 総合点の 25% 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1．教育実習が始まると忙しくなります。時間のある今、教材研究を深めると共に、英語力の向上に努めてく

ださい。 

2．英語の教科書や教材は、教授理論の裏づけがあると、教材作成意図が分かり易くなり、応用もききます。 

  又、折にふれて、春学期学習した指導方法の復習をしておきましょう。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 

これまで英語科指導法Ⅰで扱った英語教育に関する基礎知

識をまとめて整理しておく。 

事後学習 授業の流れをつかみ、学習の準備を始める。 

第２回 
第１章 教育実習に臨んで 

第２章 観察参加 

事前学習 
教育実習に臨む上での重要点を英語科指導法Ⅰで学んだこ

とを基に考えてみる。 

事後学習 教育実習において留意すべき事項を押さえ、整理しておく。 

第３回 第３章 授業準備 

事前学習 
テキスト第 3 章を読んで授業準備についての概要を理解す

る。 

事後学習 
教材研究の方法について、実際に検定教科書を使って実践

してみる。 



 

 

第４回 

第４章 指導案の作成（評価計画も含む） 

第５章 指導案（１）―中学校編 

第６章 指導案（２）―高等学校編 

事前学習 指導案の例を数多く観察することで様々な形式に慣れる。 

事後学習 
学習指導要領の理念を踏まえた上で、指導案の作成方法に

ついて様々な指導案例を参考にして理解を深める。 

第５回 
第７章 授業の工夫（１）―Warm-up と

Review 

事前学習 
第 7、8 章を読んで、授業の導入についての概要を理解す

る。 

事後学習 
教える立場で、どのように授業を導入するか考えを発展さ

せる。 

第６回 
第８章 授業の工夫（２）―文法・文型の

導入 

事前学習 
文法の導入について、中・高等学校での学習経験と比較し

てみる。 

事後学習 
文法事項の種類によって効果的な導入方法があることを押

さえる。 

第７回 
第９章 授業の工夫（３）―文法・文型の

練習と発展活動 

事前学習 
第 9、10 章を読んで、文法の練習活動と語彙の導入・指導

についての概要を理解する。 

事後学習 
模擬授業で自分が教える予定の文法をどのように導入し、

練習していくべきかについて考えを発展させていく。 

第８回 
第 10 章 授業の工夫（４）―語彙の導入

と指導 

事前学習 
語彙の導入について、中・高等学校での学習経験と比較し

てみる。 

事後学習 
語彙指導の重要性を再度認識して、模擬授業での指導方法

について考えを発展させていく。 

第９回 
第 11 章 授業の工夫（５）―本文の読解

指導（1） 

事前学習 第 11 章を読んで、読解指導についての概要を理解する。 

事後学習 
読解指導における段階指導を理解し、模擬授業への活用に

努める。 

第１０回 
第 11 章 授業の工夫（５）―本文の読解

指導（2） 

事前学習 
読解指導について、中・高等学校での自らの学習経験と比

較してみる。 

事後学習 
模擬授業で読解指導をどのように展開していくかについて

考えを発展させていく。 

第１１回 
第 12 章 教材・ICT の活用 

第 13 章 教室管理 

事前学習 
第 12 章を読んで、教材・ICT の活用と教室管理の概要を

理解する。 

事後学習 
教育機器を自分の模擬授業でどのように活かすかについて

考えを発展させていく。 

第１２回 第 14 章 発展 

事前学習 
ティームティーチングについて中・高等学校での自らの学

習経験と比較してみる。 

事後学習 
実習先で ALT と協働する際の留意点を整理し、実践できる

よう準備をしておく。 

第１３回 
模擬授業第１回目(1) Warming-up & 

Review （授業展開方法） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１４回 
模擬授業第１回目(2) Warming-up & 

Review （授業内活動実践） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１５回 
模擬授業第１回目(3) Warming-up & 

Review （授業観察眼養成） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１６回 
模擬授業第１回目(4) Warming-up & 

Review （各要素の目標理解） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１７回 
模擬授業第２回目(1) Grammar  

（授業観察） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１８回 
模擬授業第２回目(2) Grammar  

（授業観察眼養成） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１９回 
模擬授業第２回目(3) Grammar  

（文法の導入方法） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２０回 
模擬授業第２回目(4) Grammar  

（文法の練習方法） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 



 

 

第２１回 
模擬授業第２回目(5) Grammar （文法

の発展練習方法） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２２回 
模擬授業第２回目(6) Grammar  

（文法指導から４技能の養成方法） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２３回 
模擬授業第２回目(7) Reading  

（授業観察） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２４回 
模擬授業第２回目(8) Reading  

（授業観察眼養成） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２５回 
模擬授業第２回目(9) Reading  

（読解指導の Pre-reading） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２６回 
模擬授業第２回目(10) Reading  

（読解指導の In-reading） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２７回 
模擬授業第２回目(11)  Reading  

（読解指導の Post-reading） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２８回 
模擬授業第２回目(12)  Reading  

（読む技能から他の技能への発展養成） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２９回 模擬授業総括 

事前学習 これまでの模擬授業を振り返る。 

事後学習 
模擬授業を通じて学んだことを、実習準備に活かせるよう

にしていく。 

第３０回 
全体総括（英語教育の現状と今後の展望を

踏まえて） 

事前学習 教育実習に向けての必要事項を改めて考える。 

事後学習 
実習に向けてすべきことを着実にこなせるよう計画立てた

準備ができるようにする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 EDEN1312 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 講義、グループ学習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、基本的な文法事項と読解力の基礎を応用して、精確に英文を読む力を身につけて、中学校

または高等学校で教育実習を確実にこなし、中学・高校教諭一種免許を取得できるようにすることをめざ

す。さらに英語圏文学と文化の基礎的な知識を習得して、英語圏文学独自の世界の魅力を味わい、文学お

よび文化に対する関心を高めることも目的とする。この授業を履修することによって得られた文学に関す

る知識は、将来教育現場で児童・生徒に読書指導を行う際、実践的に役立つ。また異文化への理解は、21

世紀の現代的問題を多角的に考察する上でも役に立つ。 

８．学習目標 

１．中学・高校教諭一種免許が取得できるように、英語の学力を身につける。 

２．英文法を応用して構文を確認しながら、英文を読んで意味内容を把握する力を身につける。 

３．英語圏文学の基礎的な知識が習得できる。 

４．英語圏文化について理解し考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

英語の基本的な文法事項を総点検するために、高校英語の入門的な練習問題を毎週課す。学習方法や課題

の提出方法等については、初回に詳しく説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

S. ゲイツ著『総合・英米児童文学への招待』英宝社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．中学・高校教諭一種免許が取得できるようになるための英語の学力が身についたか。 

２．英文法を応用して構文を確認しながら、英文を読んで意味内容を把握する力が身についたか。 

○評定の方法 

  期末試験（50％）、小テスト（25％）、レポート課題（15％）、授業中の態度（10％）の結果を総合して

判定する。 

12．受講生への 

メッセージ 

指定した範囲を事前・事後に必ず読んで、予習・復習すること。その際、不明な点、疑問に思った点を書

き出し、その解決に努めること。辞書を必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
はじめに  

実力診断テスト 

事前学習 
Chapter 1について、英文法を応用しながら予習
をして英文の構文と意味内容を把握する。 

事後学習 
実力診断テストで理解が不十分だった箇所につ
いて再検討し、理解を深める。 

第２回 
Chapter 1  Huckleberry Finn, pp. 7-9. 読解練習 
＊作品の舞台「ミシシッピ川流域（アメリカ）」の
文化 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と
意味内容を把握する 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して
理解を深める。 

第３回 Chapter 1  Exercises, pp. 10-12. 問題練習  
事前学習 

本文の意味内容をよく把握して、問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。 

第４回 

Chapter 3  Anne of Green Gables, pp.19-21.  

読解練習 

＊作品の舞台「プリンス・エドワード島（カナダ）」

の文化 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と
意味内容を把握する 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して
理解を深める。 

第５回 Chapter 3  Exercises, pp. 22-25. 問題練習 
事前学習 

本文の意味内容をよく把握して、問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。 

第６回 小テスト DVD鑑賞 

事前学習 小テストの準備を十分に行う。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。鑑賞した映像作品について自分の考
えをまとめておく。 

第７回 Chapter 4  Treasure Island, pp. 27-29. 読解練習 
事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構文と
意味内容を把握する 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して
理解を深める。 

第８回 Chapter 4  Exercises, pp. 30-32. 問題練習 
事前学習 

本文の意味内容をよく把握して、問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。 

第９回 Chapter 6  Peter pan, pp. 39-41. 読解練習 
事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構文と
意味内容を把握する 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して
理解を深める。 

  



 

 

第１０回 Chapter 6  Exercises, pp. 42-44. 問題練習 
事前学習 

本文の意味内容をよく把握して、問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。 

第１１回 小テスト DVD鑑賞 

事前学習 小テストの準備を十分に行う。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。鑑賞した映像作品について自分の考
えをまとめておく。 

第１２回 Chapter 10  Paddington, pp. 63-65. 読解練習 
事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構文と
意味内容を把握する 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して
理解を深める。 

第１３回 Chapter 10  Exercises, pp.66-68. 問題練習 
事前学習 

本文の意味内容をよく把握して、問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。 

第１４回 
ディスカッション：英国及び米国の児童文学とその
教育的効果について 

事前学習 前回まで読解練習した全体の内容を把握する。 

事後学習 
ディスカッションをとおして学んだことを整理
し、発表できるようにしておく。 

第１５回 
ブックトーク等発表  まとめ：英国及び米国の児
童文学の英語とその文化的背景について 

事前学習 
発表の準備を十分に行う。期末試験に備え、前回
まで読解練習した英文の内容把握ならびに練習
問題の復習を行う 

事後学習 
この授業で得た読書体験を、教育現場での読書指
導に、どのように活かしたらよいか考えてみる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1303 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 講義、グループ学習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講座の目標は、中学校及び高等学校における外国語科の授業に資する英語学的知見を身につけることにあ

る。そのため David Crystal の英語の歴史に関する本を講読し、古英語から現代英語までの英語の歴史を概
観しつつ、英語の特徴を把握していく。この講読作業の中で、英語の文章構造を速やかに把握する方法を身
につけ、英語学とりわけ、英語の音声の仕組み・英文法・英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語の役

割を考察する。 

８．学習目標 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解している。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について学習し理解している。 

3. 英語の歴史的変遷及び国際共通語としての英語の実態を学習し理解している。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：授業の予習と復習 (事前学習と事後学習の欄を参照してください。) 

レポート：（A４用紙1枚） 

１．Old Englishについて要点をまとめなさい. 

２．Middle Englishについての特徴をまとめなさい。 

３  Modern Englishについて特徴をまとめなさい 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

David Crystal 著 西出公之 註 『A History of The English Language』成美堂。  

【参考書】 

中尾俊夫・寺島廸子『An Illustrated History of English 図説英語史入門』大修館書店。 

山内信幸・北林利治 共編著 『現代英語学へのアプローチ』英宝社。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解しているか。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について理解しているか。 

3. 英語の歴史的変遷及び国際共通語としての英語の実態を理解しているか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１．コースワーク（２０％）：授業中の態度・活動参加度。 

２．小テスト・レポート課題（４０％） 

３．期末テスト（４０％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

１．英語は積み重ねの教科です。日々の努力が、近い将来実を結びます。コツコツ努力を続けてください。 

２．英文は、一文一文ではなく段落単位でまず読み、その後分からない単語の意味や慣用句を調べ、内容の

理解に努め、学んだ単語や表現は、教育実習で英語を教える時すぐ役立つようにしっかり覚えましょう。 

３．受講の心構えとしては、常に他の受講生の事を思いやり、落ち着いて授業を受け、与えられている学習 

の機会を最大限に活用し、積極的に学んでください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

Introduction：講義概要・学習目標・学習方法・

英文講読法 
1. The Origins of English (p.1~) 

事前学習 
はしがきと目次を読み、これから学ぶ「英語の歴史」
の全体像を把握する。次に１章（pp.1~3）を読み、
英語の起源に関する理解を深める。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第２回 
2. Old English (pp. 6~44) 
2.1  The Early Period (pp.6~8) 
2.2  Old English Letters (pp.17~20) 

事前学習 
2 章 2.1~ 2.2 を読み、古英語の文字と発音の特徴を
把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第３回 

2.3  Old English Sounds (pp.20~24) 
2.4 Some Features of Old English Grammar 

(pp.24~31) 
2.5  Old English Vocabulary (pp.31~32) 
2.6  Lexical Invasion (pp. 35~39) 

事前学習 
2 章 2.3~2.6 を読み、古英語の音声・文法・語彙の特
徴を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第４回 

復習テスト（１） 
3. Middle English (pp.45~82) 
     Historical Background (pp.45~48) 
3.1  The Transition from Old English 

(pp.48~51) 
3.2  Middle English Spelling (pp. 61~64) 

事前学習 
3 章の中英語の歴史的背景、古英語と中英語の主要な
相違、及び中英語のつづりについて把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第５回 
3.3  Middle English Sounds (pp.66~69) 
3.4  Middle English Grammar (pp.70~71) 
3.5  Middle English Vocabulary (pp.71~74) 

事前学習 
3 章の 3.3～3.5 を読み、中英語の音声・文法・語彙
の特徴を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第６回 

復習テスト（２） 
3.6 The Origin of Standard English 

(pp.78~82)    
グループ発表・まとめ 

事前学習 
3.6 標準英語の起源を読み、要点を把握する。 
グループ発表の準備 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 



 

 

第７回 

4. Early Modern English (pp. 83~110)  
4.1  The Age of Bibles (p. 85) 
4.2 English During the Renaissance 

(pp.85~87) 
4.3  The Influence of Shakespeare (p.87~88) 

事前学習 
4 章の序文から 4.3 までを読み、近代英語の特徴・当
時の聖書・ルネッサンス期の英語、及び Shakespeare
の影響を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第８回 

4.4  The King James Bible (pp.88~92) 
4.5  The Emerging Orthographic System 

(pp.93~95) 
4.6  Renaissance Punctuation (pp.96~97) 

事前学習 
4.4 から 4.6 を読み、近代英語の時代における欽定訳
聖書、正字法、句読法の要点を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第９回 
4.7  Sound Changes (pp.97~100) 
4.8  Early Modern English Grammar  

(pp.100~105) 

事前学習 
4.7 から 4.8 を読み、近代英語の時代における発音の
変化（大母音推移）と文法の特徴を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１０回 
復習テスト（３） 
5. Modern English (pp.111~127) 
    Introduction, Grammatical Trends 

事前学習 
５章(pp.111~113)を読み、近代英語と現代英語の文法
上の相違を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１１回 
5.1  New Nation, New Themes (pp.117~120) 
5.2  American Identities (pp.120~121) 

事前学習 5.1 から 5.2 を読み、要点を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１２回 
5.3  Variety Awareness (pp.122~123) 
5.4  In Living Memory (pp.124~127) 

事前学習 5.3 から 5.4 を読み、要点を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１３回 

6. World English (pp.128~153) 
6.1  The New World (pp.128~130) 
6.2  Dialect Differences (pp.130~135) 
     (1) Introduction. (pp.130~132) 

事前学習 6 章の 6.1 から 6.2 を読み、要点を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１４回 
6.2   (2) Linguistic Diversity, Canada 

(pp.132~135) 

事前学習 6.2 の（2）（pp.132～135）を読み、要点を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１５回 

6.3  A World Language (pp.149~152) 

6.4  Standard English (pp.152~153) 

まとめ 

事前学習 6.3 から 6.4 を読み、要点をまとめておく、 

事後学習 
15 回の授業で学んだことをよく復習し、期末試験に
備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅴ （2単位） 

３．科目番号 EDEN2312 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 演習、グループ学習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

英語圏の小説や英語のリーディングテキストを教材として使用し、習得した基本的な文法事項と読解力の

基礎を応用して、複雑な構文の英文を読む力を身につける。ストーリーの面白さを味わいながら、英語で

物語を読む楽しさを体験すること、歴史上の人物のライフストーリーを追体験しながら、他者への想像力

を鍛えることを目的とする。この授業を履修することによって得る読書体験は、将来教育現場で児童・生

徒に読書指導を行う際に必ず役立つ。また、言語の背景に潜在する歴史や文化を理解することにより、異

文化圏の人々とコミュニケーションする際にも役に立つ。 

８．学習目標 

１．英文法の基本事項を確認し、英語の読解力を身に付ける。 

２．英語圏の小説や歴史、文化に関する理解を深めることができる。 

３．多様な英語表現に親しみ、異文化コミュニケーションに活用できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

英語長文の基本的な構文を総点検するために、初歩的な練習問題を毎週課す。また、長文を読解するため

に習熟しなければならない特殊構文（倒置、強調構文、省略等）の練習問題を毎週課す。学習方法や課題

の提出方法等については、初回に詳しく説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

田中康裕注解『シャーロック・ホームズの冒険』英光社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．英文法の基本事項を確認し、英語の読解力を身に付けることができたか。 

２．英語圏の小説や歴史、文化に関する理解を深めることができたか。 

○評定の方法 

期末試験（50％）、小テスト（25％）、レポート課題（15％）、授業中の態度（10％）の結果を総合して判
定する。 

12．受講生への 

メッセージ 

指定した範囲を事後に必ず読んで、復習すること。その際、不明な点、疑問に思った点を書き出し、その

解決に努めること。辞書を必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
はじめに 

実力診断テスト 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
実力診断テストで不正解だった問題について再検

討し、理解を深める。 

第２回 
The Adventure of the Speckled Band, pp.1～3.  
読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第３回 
The Adventure of the Speckled Band, pp.4～6.  
読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第４回 
The Adventure of the Speckled Band, pp.7～9  
読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第５回 
The Adventure of the Speckled Band, pp.10～12. 
読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第６回 小テスト    DVD鑑賞 

事前学習 小テストの準備を十分に行う。 

事後学習 
鑑賞した映像作品について自分の考えをまとめて

おく。 

第７回 
The Adventure of the Speckled Band, pp.13～16. 
読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第８回 The Red-Headed League, pp.47～49.  読解練習     

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第９回 The Red-Headed League, pp.50～52. 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 



 

 

第１０回 The Red-Headed League, pp.53～55. 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第１１回 小テスト    DVD鑑賞 

事前学習 小テストの準備を十分に行う。 

事後学習 
鑑賞した映像作品について自分の考えをまとめて

おく。 

第１２回 The Red-Headed League, pp.56～58. 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第１３回 The Red-Headed League, pp.59～61. 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第１４回 The Red-Headed League, pp.62～63. 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第１５回 
ディスカッション及びまとめ：「シャーロック・ホー
ムズ」の英語とその歴史的文化的背景について 

事前学習 前回まで読解練習した物語全体の内容を把握する。 

事後学習 
この授業で得た読書体験を、教育現場での読書指導

に、どのように活かしたらよいか考えてみる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅵ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2303 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動     ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講座の目標は、中学校及び高等学校における外国語科の授業に資する英語学的知見を身につけることに

ある。そのため英語の地域性の相違、言語使用域、母語習得、言語接触及び借用といった英語学に関する
小論文を講読し英語の特徴を把握していく。この講読作業の中で、英語の文章構造を速やかに把握する方
法を身につけ、英語学とりわけ英語の音声の仕組み・英文法・英語の歴史的変遷と国際共通語としての英

語の実態を学習し理解を深める。 

８．学習目標 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解している。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について学習し理解している。 

3. 英語の歴史的変遷及び国際共通語としての英語の実態を学習し理解している。 

4. 英文の要点をまとめ、他文化や他言語と比較し、類似点や相違点を発見し、自分の考えを表現すること

ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

宿題：予習と復習（事前学習及び事後学習の欄を参照してください。） 

レポート課題 

１．レポート１(テクスト１＆２に関するもの) 

２．レポート２(テクスト３＆４に関するもの) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Naoyuki Akaso 他『Twenty –six Short Essays on English (英語についての 26章)』英宝社、2013。 

【参考書】 

David Crystal 著 西出 公之 註 『A History of The English Language』成美堂。  

中尾俊夫・寺島廸子『An Illustrated History of English 図説英語史入門』大修館書店。 

山内信幸・北林利治 共編著 『現代英語学へのアプローチ』英宝社。  

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解しているか。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について理解しているか。 

3．英語の歴史的変遷及び国際共通語としての英語の実態を理解しているか。 

4．英文の要点をまとめ、他文化や他言語と比較し、類似点や相違点を発見し、自分の考えを表現すること

ができるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 25％ 

２ 復習テスト 総合点の 25％ 

３ 課題（ライティング、レポート等） 総合点の 20％ 

４ 期末テスト 総合点の 30% 

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

12．受講生への 

メッセージ 

英語を使って仕事をする職場では、限られた時間で英文を理解し、与えられた仕事を遂行することがよく

あります。特に、英語科の教員は、必要に応じて英文の速読と精読を迅速に行う読解力が要求されます。

ですから、時間がないとあきらめないで、１５分の空き時間があれば、とにかく英文を読み、ポイントを

英語でメモしておきましょう。このように折にふれて、英語学習を行い英語力の向上に努めましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

講義概要・学習目標・学習方法の説明 

1. British English and American 

English（アメリカ英語とイギリス英

語） 
Introduction（背景知識を得る） 

事前学習 

まず、テクスト１ (pp.11～12)を黙読しながら、全体構成を
確認し、重要単語や新出単語に印をつける。次に、文の前後
関係を確認しながら、上記の単語の意味を調べテクスト全体
の内容を理解する。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第２回 

1. British English and American 

English :Listening, Word Study, 

Reading Comprehension 

事前学習 
英文を音読し、その後精読し本文の内容の理解を深め
る。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第３回 
1. British English and American 

English: Exercises, Group Discussion. 

事前学習 
英問英答・完成英作文の問題にあたる。Group 
Discussionのために、英語で原稿を書く。 

事後学習 
学習の振り返りを行う。特に、英文を書いて、ミスの多
かった項目は、文法書でよく復習しておく。 

第４回 

復習テスト① 

2. Register （言語使用域）： 
Introduction, Listening, Word Study 

事前学習 

まず、テクスト１ (pp.23～24)を黙読しながら、全体構成を
確認し、重要単語や新出単語に印をつける。次に、文の前後
関係を確認しながら、上記の単語の意味を調べテクスト全体
の内容を理解する。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

  



 

 

第５回 2. Register : Reading Comprehension 
事前学習 

英文を音読し、その後精読し本文の内容の理解を深め
る。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第６回 
2. Register :  

Exercises, Group Discussion. 

事前学習 
英問英答・完成英作文の問題にあたる。Group 
Discussionのために、英語で原稿を書く。 

事後学習 
学習の振り返りを行う。特に、英文を書いて、ミスの多
かった項目は、文法書でよく復習しておく。 

第７回 

復習テスト② 

3. First Language Acquisition 

（母語習得） 

Introduction, Listening, Word Study  

事前学習 

まず、テクスト１ (pp.31～32)を黙読しながら、全体構成を
確認し、重要単語や新出単語に印をつける。次に、文の前後
関係を確認しながら、上記の単語の意味を調べテクスト全体
の内容を理解する。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第８回 
3. First Language Acquisition : 

Reading Comprehension 

事前学習 
英文を音読し、その後精読し本文の内容の理解を深め
る。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第９回 
3. First Language Acquisition : 

Exercises, Group Discussion 

事前学習 
英問英答・完成英作文の問題にあたる。Group 
Discussionのために、英語で原稿を書く。 

事後学習 
学習の振り返りを行う。特に、英文を書いて、ミスの多
かった項目は、文法書でよく復習しておく。 

第１０回 

復習テスト③ 

4. Names in English : 

Introduction, Listening, Word Study 

事前学習 

まず、テクスト１ (pp.39～40)を黙読しながら、全体構成を
確認し、重要単語や新出単語に印をつける。次に、文の前後
関係を確認しながら、上記の単語の意味を調べテクスト全体
の内容を理解する。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第１１回 
4. Names in English : 

Reading Comprehension 

事前学習 
英文を音読し、その後精読し本文の内容の理解を深め
る。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第１２回 

 
4. Names in English :  

Exercises, Discussion 
 

事前学習 
英問英答・完成英作文の問題にあたる。Group 
Discussionのために、英語で原稿を書く。 

事後学習 
学習の振り返りを行う。特に、英文を書いて、ミスの多
かった項目は、文法書でよく復習しておく。 

第１３回 

復習テスト④ 

5. Language Contact and Borrowing 

(言語接触と借用) : 
Introduction, Listening, Word Study 

事前学習 

まず、テクスト１ (pp.43～44)を黙読しながら、全体構成を
確認し、重要単語や新出単語に印をつける。次に、文の前後
関係を確認しながら、上記の単語の意味を調べテクスト全体
の内容を理解する。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第１４回 
5. Language Contact and Borrowing : 

Reading Comprehension 

事前学習 
英文を音読し、その後精読し本文の内容の理解を深め
る。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第１５回 

5. Language Contact and Borrowing : 
Exercises, Group Discussion 

 
テキスト１～5 の要点・重要表現・文化背
景の復習 

事前学習 
英問英答・完成英作文の問題にあたる。Group 
Discussionのために、英語で原稿を書く。 

事後学習 
学習の振り返りを行う。特に、英文を書いて、ミスの多か
った項目は、文法書でよく復習しておく。期末試験の準
備を丁寧に行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1322 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 
Listening practice, English conversation, Building vocabulary, 

Presentation and Discussions 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第２の授業である。英語コミュニケ

ーションⅠで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基
本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション

活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならな
い。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背
景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立す

ることから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。文法力を養うため、TOEIC の
教材を適宜使用する。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラ
クションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 

4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 
5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 
6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Students can choose homework that will be given before the break. It will be announced in detail in 
class. 

*Research Project  *Book Review  *Article Review   *Movie Review  *Skit  *Singing an English Song 
*Diary  *Dialogue Writing 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Cubic Listening: Breaking News   

Authors: Kiggell, Bellars, Chandler, et al.     

           Publisher: Macmillan Languagehouse 

【参考書】 

Key Reading for the TOEIC Test 

           Authors: Chizuko Tumator, Tomoyasu Miyano, and Miguel E. Corti 

           Publisher: Macmillan Language House  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to the English Communication Class II. We will have a fantastic time together while studying 

in English. You will find you know a lot in English, and it is time to use those skills you mastered. 

13．オフィスアワー To be announced on the first day in class. 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

Introduction of the class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する 

Unit 8 Fire: Baby Saved from the Burning House 

Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 8. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 8. 

第２回 

Warm Up Activity: TOEIC 問題の英語を読んで目的に
応じて情報や考えを理解する 

Unit 8 Fire: Baby Saved from the Burning House 

Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 8. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

and practice Unit 8. 

第３回 

Warm Up Activity 

Unit 9 Products: Toyota Launches New 4 x 4 Part 1 

英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 9. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 9. 

第４回 
Warm Up Activity 

Unit 9 Products: Toyota Launches New 4 x 4 Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 9. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 8 to 9.   

  



 

 

第５回 
Warm Up Activity 

Unit 10 Transport: Traffic Report Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 10. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 10. Prepare for the Quiz 1. 

第６回 

Warm Up Activity 

Unit 10 Transport: Traffic Report Part 2 

Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、
場所、状況について英語で書く 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 8,9, 

and 10. 

Prepare for the Quiz 1. 

事後学習 
Review all the answers of the Quiz 1.  

Read aloud through Unit 8,9, and 10. 

第７回 
Warm Up Activity 

Unit 11 Storm: Cyclone Hits Australia Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 11. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 11. 

第８回 
Warm Up Activity 

Unit 11 Storm: Cyclone Hits Australia Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 11. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

Unit 11. 

第９回 
Warm Up Activity 

Unit 12 Awards: And the Winner Is… Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 12. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 12. Prepare for the Quiz 2. 

第１０回 

Warm Up Activity 

Unit 12 Awards: And the Winner Is….Part 2  

Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 11 

and 12. 

Prepare for the Quiz 2. 

事後学習 
Review all the answers of the Quiz 2.  

Read aloud through Unit 11 and 12. 

第１１回 
Warm Up Activity 

Unit 13 Deals: Red Sox Sign A New Pitcher Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 13.  

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 13. Practice the presentation. 

第１２回 

1 Minute Speech: 様々な話題について目的、場所、状
況を踏まえ英語で話す 

Unit 13 Deals: Red Sox Sign a New Pitcher Part 2 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 13. 

Practice the presentation. 

事後学習 

Review all the answers, and read aloud 
through Unit 13. 

Practice the presentation. 

第１３回 

1 Minute Speech: 様々な話題について目的、場所、状
況を踏まえ英語で話す 

Unit 14 Health: Cure Found for Malaria Part 1 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 14. 

Practice the presentation. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 14. Practice the presentation. 

第１４回 

1 Minute Speech: 様々な話題について目的、場所、状
況を踏まえ英語で話す 

Unit 14 Health: Cure Found for Malaria Part 2 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 14. 

Practice the presentation. 

事後学習 

Review all the answers, and read aloud 

through Unit 13 and 14. Prepare for Quiz 

3. 

第１５回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活

動を行う 

Over all review of the classes 

Quiz 3 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through all the 

Units. 

Review the grammatical points of warm up 

activities. 

Prepare for the Quiz 3 

事後学習 

Review all the answers of the Quiz 3.  

Read aloud through all the Units. 

Re-study the grammarical points you 

studied in classes. 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1322 

２．授業担当教員 カテリーナ・ステブリュク 

４．授業形態 
Listening practice, English conversation, Building vocabulary, 

Presentation and Discussions 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
英語コミュニケーション I 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第２の授業である。英語コミュニケ

ーションⅠで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基
本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション

活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならな
い。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背
景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立す

ることから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。文法力を養うため、TOEIC の
教材を適宜使用する。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラ
クションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 

4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 
5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 
6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Students are expected to participate in class. Participation includes being attentive and contributing 

during class discussions. 

All assignments are due on the day posted on the board. Late work will be docked points unless student 

has made prior arrangements. 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Interchange Fifth Edition Student’s Book 1 

Authors: Jack C. Richards with Jonathan Hull and Susan Proctor 

           Publisher: Cambridge University Press 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to the English Communication Class. This course focuses on a range of skillsets, including 

conversational strategies, asking and answering questions, and improving through self-evaluation of 

speech.  

Specifically, this course seeks to:  

Explore strategies for communicating effectively in a variety of social situations.  

Establish the most common conversational rules and expectations for maintaining a conversation in 

English. 

13．オフィスアワー 

To be announced on the first day in class. 

Remember that I am here to help your learning in any way I can. Please contact me as soon as possible 

when you have questions. E-mail: stkatery@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction of the class. 
Unit 7: We went dancing! 
Describe past daily and free-time activities. 

事前学習 
Talking about past events; giving opinion 
about past experiences. Word power. 

事後学習 
Simple past; regular and irregular verbs. 
Listening “Did you have a good holiday?’. 

第２回 
Unit 7: We went dancing! 
Describe past vacations. 

事前学習 
Talking about vacations. Writing a blog 
post. 

事後学習 
Interchange 7: “Memories”. Reading about 
different kinds of vacations. 

第３回 
Unit 8: How’s the neighborhood? 

Ask about and describe places. 

事前学習 
Asking about and describing locations of 
places. Word power. 

事後学習 
There is/ there are; prepositions of places. 
Listening “We need some directions”.  

  



 

 

第４回 
Unit 8: How’s the neighborhood? 

Describe a neighborhood. 

事前学習 
Asking about and describing eighborhoods. 
Writing about neighborhoods. 

事後学習 
Interchange 8: “Where are we?”. Reading 
about popular neighborhoods. 

第５回 Units 7-8 Progress check 
事前学習 Progress check pages 56-57. 

事後学習 Written quiz. 

第６回 
Unit 9: What does she look like? 

Describe people’s physical appearance. 

事前学習 

Asking about and describing people’s 

appearance; identifying people. Word 

power. 

事後学習 
Questions for describing people; modifiers 
with participles and prepositions. 

第７回 

Unit 9: What does she look like? 

Identify people by describing how they look and what 

they’re doing. 

事前学習 
Listening: “Which one is Justin?”. Writing 
an email describing a person. 

事後学習 
Interchange 9: “Find the differences”. 
Reading about the history of selfies. 

第８回 
Unit 10: Have you ever been there?  

Describe recent activities. 

事前学習 

Describing past experiences; exchanging 

information about past experiences and 

events. Word power. 

事後学習 
Present perfect; regular and irregular past 

participles; present perfect vs. simple past. 

第９回 
Unit 10: Have you ever been there?  
Describe experiences from the recent and distant 
past. 

事前学習 
Listening: “Great to see you!”. Writing an 
email to an old friend. 

事後学習 
Interchange 10: “Fun survey”. Reading 
about 4 peoples’ unusual experiences. 

第１０回 Units 9-10 Progress check 
事前学習 Progress check pages 70-71. 

事後学習 Written quiz. 

第１１回 
Unit 11: It’s a really nice city. 

Describe hometowns, cities, and countries. 

事前学習 
Asking about and describing cities; talking 
about travel. Word power. 

事後学習 
Adverbs before adjectives; conjunctions; 
modal verbs can and should. 

第１２回 
Unit 11: It’s a really nice city. 
Make recommendations about places to visit. 

事前学習 
Listening; “Where should you go?”. Writing 
about hometowns. 

事後学習 
Interchange 11: “Welcome to our city!”. 
Reading about interesting cities. 

第１３回 
Unit 12: It’s important to get rest. 
State health problems and give advice. 

事前学習 
Talking about health problems; asking for 
and giving advice. Word bank. 

事後学習 
Modal verbs for requests; modal verbs for 
suggestions. Listening: “What’s wrong?’. 

第１４回 
Unit 12: It’s important to get rest. 
Ask for advice and give suggestions about health 
products. 

事前学習 
Asking for and giving suggestions. Writing 
a blog post. 

事後学習 
Interchange 12: “What should I do?”. 
Reading about a plant used as medicine. 

第１５回 Units 11-12 Progress check 
事前学習 Progress check pages 84-85 

事後学習 Written quiz. 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅣ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2322 

２．授業担当教員 別府 結起 

４．授業形態 
Listening and reading practice, Building vocabulary, 

Presentation and Discussion. 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第４の授業である。英語コミュニケ

ーションⅠ、Ⅱ及びⅢで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養
う。基本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケー

ション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔と
はならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている
文化的背景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始

めて成立することから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語に
よる言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力
を身に付けていく。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 

4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 
5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 
6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

8. 自信を持って、英語で交流しようとすることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

Students can choose homework that will be given during the break. It will be announced in detail 
in class. 
*Research Project  *Book Review  *Article Review   *Movie Review   *Skit   *Singing an English 
Song 
*Dialogue Writing  *Diary 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Impact Listening 1: Second Edition 

     Ellen Kisslinger  Todd Beuckens Series Editor: Michael Rost、 

     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

８. 自信を持って、英語で交流することができる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to the English Communication Class Ⅳ. We will enjoy learning and communicating together. 
You will find you have learned a lot in English in spring term, and it is time to further develop 
your skills. 

13．オフィスアワー To be announced on the first day in class. 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

Introduction of the Class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する 
Warm Up Interaction 
Unit 9 Schedules: I’m really busy these days. Part 1 

事前学習 Read Through Unit 9. Check all the words. 

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9. Read aloud 

along with CD. 

第２回 
Warm Up Interaction: 教科書の英語を読んで目的に応
じて情報や考えを理解する 
Unit 9 Schedules: I’m really busy these days. Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 9. Read aloud 

along with CD. 

第３回 

Warm Up Interaction 

Unit 10 Travel: It was a fantastic trip! Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考
えを理解する 

事前学習 Read Through Unit 10. Check new words.  

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 10. Read aloud 

along with CD. 

第４回 
Warm Up Interaction 
Unit 10 Travel: It was a fantastic trip! Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 10. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 10. Read aloud 

along with CD. 

  



 

 

第５回 

Warm Up Interaction 

Unit 11 Money: Where does it all go? Part 1  
Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、
場所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9, 10 and 11. 
Check all the answers of Unit 9, 10, and 
11.Prepare for the Quiz 1. 

事後学習 
Check all the answers in Quiz 1. Read aloud 

along with CD. 

第６回 
Warm Up Interaction 
Unit 11 Money: Where does it all go? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 11. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 11. Read aloud 

along with CD. 

第７回 
Warm Up Interaction 
Unit 12 Free Time: What do you want to do? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 12. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 12. Read aloud 

along with CD. 

第８回 
Warm Up Interaction 
Unit 12 Free Time: What do you want to do? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 12. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 12. Read aloud 

along with CD. 

第９回 
Warm Up Interaction 
Unit 13 Food: She makes the best pasta! Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 13. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 13. Read aloud 

along with CD. 

第１０回 

Warm Up Interaction 

Unit 13 Food: She makes the best pasta! Part 2 
Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、
場所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to Self-Study CD 12 and 13. Prepare 
for the Quiz 2. 

事後学習 Check all the answers of Quiz 2. 

第１１回 
Warm Up Interaction 
Unit 14 Health: How are you feeling? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 14. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 14. Prepare for 

the presentation. 

第１２回 

Warm Up Interaction  
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 14 Health: How are you feeling? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 14. Check new 
words. Practice for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 14. Prepare for 

the presentation. 

第１３回 

Warm Up Interaction  
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 15 City Life: I love it here. Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 15. Check new 
words. Practice for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 15. Prepare for 

the presentation. 

第１４回 

Warm Up Interaction  
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 15 City Life: I love it here. Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 15. Check new 
words. Practice for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 14 and 15. 

Prepare for the Quiz 3. 

第１５回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活

動を行う 

Over All Review of the classes 
Quiz 3 

事前学習 Read through Unit 9 to 15. Study for Quiz 3. 

事後学習 Review all the answers of Quiz 3. 

期末試験 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教員　　特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　高等学校教諭（英語）及び個人塾（英語）経営の実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅥ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3322 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 
Listening practice, English conversation, Building vocabulary, 

Presentation and Discussions 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの最後の授業である。英語コミュニケ

ーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及びⅤで学習した内容を習得した上に成り立つ講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基
本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活

動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならない。
補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、ど
のようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立すること

から、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを
多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 

2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 
4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 

5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 
6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

8. 自信を持って、英語で交流しようとすることができる。 

9. 社会言語学的知識を活かした英語交流ができる。 

10.自己評価において上記の到達目標に届いていることが確認できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Students can choose homework that will be given during the break. It will be announced in detail in class. 
*Research Project  *Book Review  *Article Review   *Movie Review  *Skit   *Singing an English Song 
*Diary   *Dialogue Writing 

10．教科書・参考書・

教材 

 【教科書】 
Impact Listening 2: Second Edition 

Authors: Jill Robbins,Andrew MacNeill   
     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

８. 自信を持って、英語で交流することができた。 

９. 社会言語学の知識を活かした英語交流ができた。 

10.自己評価において上記の到達目標に届いていることが確認できた。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to the English Communication Class Ⅴ. We will learn to be able to speak in English. You will 
find you have learned a lot in past years, and it is time to further develop your communication skills 
in English. 

13．オフィスアワー To be announced on the first day in class. 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction of the class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する 
Unit 8 Directions: Are you lost? Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 8. 
Check new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 8 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第２回 
Warm Up Interaction: 教科書の英語を読んで目的に応
じて情報や考えを理解する 
Unit 8 Directions: Are you lost?” Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 8. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 8 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第３回 

Warm Up Interaction 

Unit 9 Jobs: The benefits are great!” Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 9. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 9 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第４回 

Warm Up Interaction 

Discussion: Issues Around Us. : 様々な話題について

目的、場所、状況を踏まえ英語で話す 

Unit 9 Jobs: The benefits are great!  
Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9. Check new 
words. 

事後学習 

Check all the answers in Unit 9 as you 

listen to the Self-Study CD. Prepare for the 

Quiz 1. 



 

 

第５回 

Warm Up Interaction 

Unit 10 Style “It means a lot to me.” Part 1 
Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 8 and 9. 
Prepare for Quiz 1. 

事後学習 Check all the answers in Quiz 1. 

第６回 
Warm Up Interaction 
Unit 10 Style: It means a lot to me. Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 10. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 10 as you 

listen to the Self- Study CD. 

第７回 
Warm Up Interaction 
Unit 11 Travel: They lost my luggage! Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 11. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 11 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第８回 
Warm Up Interaction 
Unit 11 Travel: They lost my luggage! Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 11. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 11 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第９回 
Warm Up Interaction 
Unit 12 Food: What’s for dinner? Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 12. Check 
new words. 

事後学習 

Check all the answers in Unit 12 as you 

listen to the Self-Study CD. Prepare for the 

Quiz 2. 

第１０回 

Warm Up Interaction 

Unit 12 Food: What’s for dinner? Part 2 
Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 10, 11 and 12. 
Prepare for the Quiz 2. 

事後学習 Check all the answers in Quiz 2. 

第１１回 
Warm Up Interaction 
Unit 13 Schedule: I’ll pencil it in. Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 13. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 13 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第１２回 

Warm Up Interaction 
Presentation (3~5 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 13 Schedule: I’ll pencil it in. Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 13. Check 
new words. Prepare for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 13 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第１３回 

Warm Up Interaction 
Presentation (3~5 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 14 Weather: It’s raining cats and dogs. Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 14. Check 
new words. Prepare for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 14 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第１４回 

Warm Up Interaction 
Presentation (3~5 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 14 Weather: It’s raining cats and dogs. Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 14. Check 
new words. Prepare for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 14 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第１５回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活
動を行う 

Over All Review of the Classes 
Quiz 3 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 8 to 14. 
Prepare for the Quiz 3. 

事後学習 Review all the classes. 
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１．科目名（単位数） 英米児童文学（作品論） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2317 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、英米児童文学の歴史を概観し、英米児童文学の主要作家と作品を考察するとともに、その時
代的・文化的背景をも明らかにする。知識の習得に加え、作品に描かれた子ども像の変遷を辿る作業が、「子

ども」という概念に対するこれまでの認識を改める契機をもたらし、新たな視点の獲得へとつながるように
なることを目的としている。また、作品の名場面を原文で鑑賞することも、貴重な読書体験となるにちがい
ない。この授業を履修することによって得られた英米児童文学に関する様々な知識は、将来教育現場で児童・

生徒に読書指導を行う際にも必ず役立つ。 

８．学習目標 

1. 英米の児童文学の古典と新しい児童文学の主要作家とその主要作品について、使用されている英語表現も

含め、理解している。 

２．英米以外の英語圏の児童文学の主要作家とその主要作品について、使用されている英語表現も含め、理

解している。 

３．英米の絵本の主要作家とその主要作品について、使用されている英語表現も含め、理解している。 

４．英語圏の児童文学の時代的・文化的な背景を学習し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

児童文学作品への理解を深めるために、また、論理的な文章表現力を涵養するために、授業で考察した問題

についてレポートを作成する課題を定期的に課す。学習方法や課題の提出方法等については、初回に詳しく

説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

プリントを使用する。 

【参考書】 

本多英明・桂宥子・小峰和子編著『たのしく読める 英米児童文学』ミネルヴァ書房。 

定松正編『イギリス・アメリカ児童文学ガイド』荒地出版社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．英米の児童文学の主要作家とその主要作品について理解し、説明できるか。 

２．英米の児童文学の時代的・文化的な背景を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

レポート課題・プレゼンテーション（50％）、小テスト（25％）、受講態度・参加姿勢（25％）の結果を総合
して判定する。 

12．受講生への 

メッセージ 

指定した範囲を事前に必ず読んでくること。その際、不明な点、疑問に思った点を書き出し、その解決に努

めること。積極的にディスカッションに参加すること。辞書を必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

英米児童文学の概観 

プレゼンテーションの方法と準備 

「ブックトーク」の手法と準備 

事前学習 
英米児童文学に関して知っていることを発表できる
ようにまとめておく。 

事後学習 
プレゼンテーションやブックトークの方法や準備等

を確認し、計画を立てる。 

第２回 

第１章 英米児童文学の誕生  

『ロビンソン・クルーソー』 

『ガリバー旅行記』 

事前学習 
『ロビンソン』、『ガリバー』についてのプリントを
熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第３回 

第１章 英米児童文学の誕生 

『クリスマス・キャロル』 

『オックスフォード版ナーサリー・ライム集』 

事前学習 
『クリスマス』、『ナーサリー・ライム』についての
プリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第４回 
第２章 イギリス児童文学の古典 

『不思議の国のアリス』、 『宝島』 

事前学習 
『不思議の国のアリス』、『宝島』についてのプリン
トを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第５回 

第２章 イギリス児童文学の古典 

『ピーター・パン』 

『クマのプーさん』 

事前学習 
『ピーター・パン』、『クマのプーさん』についての
プリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第６回 

第３章 アメリカ児童文学の古典 

『若草物語』 

『小公子』 

事前学習 
『若草物語』、『小公子』についてのプリントを熟読
し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第７回 

第３章 アメリカ児童文学の古典 

『トム・ソーヤーの冒険』 

『ハックルベリー・フィンの冒険』 

事前学習 
『トム・ソーヤー』、『ハックルベリー・フィン』につ
いてのプリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第８回 

第４章 イギリス児童文学の発展 

『ナルニア国ものがたり』 

『ムギと王さま』 

事前学習 
『ナルニア国ものがたり』、『ムギと王さま』につい
てのプリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

  



 

 

第９回 

第４章 イギリス児童文学の発展 

『くまのパディントン』 

『チョコレート工場の秘密』 

事前学習 
『パディントン』、『チョコレート工場』についての
プリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第１０回 

第５章 アメリカ児童文学の発展 

『大草原の小さな家』 

『エルマーとりゅう』 

事前学習 
『大草原の小さな家』、『エルマーとりゅう』につい
てのプリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第１１回 

第５章 アメリカ児童文学の発展 

『からすが池の魔女』 

『はるかなるわがラスカル』 

事前学習 
『からすが池の魔女』、『ラスカル』についてのプリ
ントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第１２回 

第６章 英米以外の英語圏の児童文学 

『赤毛のアン』 

第７章 新しい児童文学 『ゲド戦記』 

事前学習 
『赤毛のアン』、『ゲド戦記』についてのプリントを
熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第１３回 

第８章 英米絵本の収穫 

『ピーターラビットのおはなし』 

『ちいさいおうち』 

『あおくんときいろちゃん』 

事前学習 
『ピーターラビット』、『ちいさいおうち』、『あおく
ん』についてのプリントを熟読し、原作の意味を調
べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第１４回 小テスト  DVD鑑賞  ディスカッション 

事前学習 
小テストの準備を十分に行う。鑑賞する映像作品に
ついての章を復習し、内容を把握する。 

事後学習 
鑑賞した映像作品について自分の考えをまとめてお

く。 

第１５回 ブックトークのデモンストレーション 

事前学習 ブックトークの練習を行う。 

事後学習 
この授業で得た知識を、教育現場での読書指導に、

どのように活かしたらよいか考えてみる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英米文学演習 （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3313 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、基本的な文法事項と読解力の基礎を応用して、複雑な構文からなる英文を読む力を身につける

ため、文学的英語テキストを精確に読む。英語テキストを正しい語彙と正しい文法で読むことはもちろんの
こと、小説であるがゆえに生じる「行間」の意味作用をも、正しく追及する。また、文学作品が何らかの形
で言及するところの西洋的な価値基準について検討し、日本と対照的な英米の諸相を概観すると同時に、両

文化に共通する生命への価値観を考察する。 

８．学習目標 

1：英米文学作品における英語表現を精読することができる。 

2：英文法・構文の知識を確実に修得し、長文を読み通すことができる。 

3：英米文学作品の歴史的・文化的な背景を知悉し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

英語長文の基本的な構文と特殊構文（倒置、強調構文、省略等）を総点検するための練習問題を毎週課す。

学習方法や課題の提出方法等については、初回に詳しく説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

安永義夫編『Bitter & Sweet Love Stories 《英米珠玉短篇選》』金星堂、2014 年。 

【参考書】 

適宜授業で指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1：英米文学作品における英語表現を精読することができたか。 

2：英文法・構文の知識を確実に修得し、長文を読み通すことができたか。 

3：英米文学作品の歴史的・文化的な背景を知悉し、説明することができたか。 

○評定の方法 

期末テスト：50% 

小テスト・課題等：25% 

受講態度・その他：25% 

12．受講生への 

メッセージ 

指定した範囲を事前に必ず読んで来ること。その際、不明な点、疑問に思った点を書き出し、その解決に努

めること。事前に読んでこなかった学生の入室は許可しない。積極的にディスカッションに参加すること。

辞書を必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction: 本科目のねらいと取り組みの解説、
英米文学史概論 

事前学習 
本科目用学習ノートブックを準備し、講義に臨むこ
と。また、英語基礎演習Ⅰの総復習をしておく。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第２回 
William Saroyan, “The First Day of School” 
pp.1-3 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第３回 
William Saroyan, “The First Day of School” 
pp.4-6 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第４回 
William Saroyan, “The First Day of School” 
pp.7-9 読解練習＆小テスト、 
W・サローヤンと子どもの心 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第５回 
Erskine Caldwell, “The Strawberry Season” 
pp.10-11 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第６回 
Erskine Caldwell, “The Strawberry Season” 
pp.12-14 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第７回 
Erskine Caldwell, “The Strawberry Season” 
pp.15-17 読解練習＆小テスト、 
E・コールドウェルと農業労働者 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第８回 
Ernest Hemingway, “Indian Camp” pp.17-19 読
解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 



 

 

第９回 
Ernest Hemingway, “Indian Camp” pp.20-22 読
解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１０回 
Ernest Hemingway, “Indian Camp” pp.23-24 読
解練習＆小テスト、 
E・ヘミングウェイと北米先住民 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１１回 
Sherwood Anderson, “Brothers” pp.25-28 読解練

習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１２回 
Sherwood Anderson, “Brothers” pp.29-33 読解練

習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１３回 
Sherwood Anderson, “Brothers” pp.34-37 読解練

習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１４回 
Sherwood Anderson, “Brothers” pp.38-39 読解練

習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１５回 

Sherwood Anderson, “Brothers” pp.40-41 読解練

習＆小テスト、 

S・アンダーソンと牧歌的田舎と孤独 

事前学習 
前回まで読解練習した物語全体の内容を把握する
こと。 

事後学習 
各自物語の人物像から自己の生き方を考えてみる

こと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽（小） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1325 

２．授業担当教員 原 久美子 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校教育において必要とされる音楽の基本的な演奏技能と知識を習得し、創造的な音楽教育を実践する能

力の育成を目指す。実際には小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌い、器楽アンサンブル、音楽づく

り（言葉、動き、音を媒体として）を学ぶ。特にアンサンブルはグループ・ディスカッションを重視した活

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによるアンサンブルに関心を持ち、演奏ができる。 

3．声や楽器や身体の動きを媒体として、グループで音楽作品を作ることができる。 

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① ピアノ実技：受講者それぞれの課題曲を次週までに弾けるように練習してくること。 

② 音楽理論：提示した練習問題を次週までに完成させておくこと。疑問点や質問事項がある場合は次週に

必ず聞くこと。 

② 歌唱教材：積極的に歌唱へ取り組み、多くのレパートリーを作れるよう心がけること。 

④ 中間のまとめ（実技、筆記）、期末のまとめ（実技、筆記）を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

有本真紀・坂井恵・津田正之 編著『新版 教員養成課程 小学校音楽科教育法』教育芸術社、2019。                                                   

【参考書】 

①全音楽譜出版部編『標準バイエル教則本』全音楽譜出版社、2018。 

②川辺真著『わかりやすい楽典』音楽之友社、2002。  

【その他】 

第 9 回からソプラノリコーダーを使用する。持っていない学生は必ず第 9 回までに用意しておくこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

２. グループによる「アンサンブル」や、音楽づくりに積極的に取り組んだか。  

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

ピアノや歌唱等の演奏技術は、授業や試験の直前に練習するだけでは上達しません。演奏には日々の取り組

みが如実に表れます。時間を見つけ、少しずつでも毎日必ず練習する習慣をつけましょう。反復練習は時に

退屈に感じるかもしれませんが、地道な努力の積み重ねが上達に繋がっていきます。様々なレパートリーを

作り、音楽の楽しさを感じられるようになりましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知させる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業ガイダンス（シラバス説明・授業概

要）、アンケート、演奏レベルチェック、 

課題曲提示 

事前学習 鍵盤で“ド”の位置を理解しておくこと。 

事後学習 

各自の目標（初級：音符と鍵盤の一体化、中級：楽譜に忠実に、

上級：表現力のある演奏を目指して）を設定し、各自の演奏レ

ベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論①（音部記号・楽譜について） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲

を練習する。 

事後学習 
「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音部記号・楽譜について）に取り組む。 

第３回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論②（音名・変位記号） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音名・変位記号）に取り組む。 

第４回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論③（音符と休符） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り組む。 

第５回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論④（拍子とリズム） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り組む。 



 

 

第６回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑤（強弱記号、簡単な楽語） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り組む。 

第７回 

ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑧（反復記号、装飾音符） 

グループアンサンブル①（グループ決

め、曲決め） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習する。 

中間のまとめに向けた音楽理論の学習を復習する。 

第８回 
中間のまとめ（ピアノ弾き歌い実技発

表・音楽理論に関する筆記試験） 

事前学習 中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習する。 

事後学習 
各自、期末試験に向けての目標を設定し、それに応じて決めた

各自の課題曲を練習する。 

第９回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル②（合奏練習） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

グループアンサンブルの個人練習をする。 

第１０回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル③（合奏練習） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

グループアンサンブルの個人練習をする。 

第１１回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル④（合奏発表） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

第１２回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑨（長音階） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（長音階）に取り組む。 

第１３回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑩（短音階） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（短音階）に取り組む。 

第１４回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑪（簡単なコードネーム） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復習する。 

第１５回 
期末のまとめ（（ピアノ弾き歌い実技発

表・音楽理論に関する筆記試験） 

事前学習 
期末のまとめに向けた課題曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復習する。 

事後学習 
実技の復習、これまでに学習した音楽理論について復習をす

る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽（小） （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1324 

GELA1325 
２．授業担当教員 田口 雅夫 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校教育において必要とされる音楽の基本的な演奏技能と知識を習得し、創造的な音楽教育を実践する能

力の育成を目指す。実際には小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌い、器楽アンサンブル、音楽づく

り（言葉、動き、音を媒体として）を学ぶ。特にアンサンブルはグループ・ディスカッションを重視した活

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによるアンサンブルに関心を持ち、演奏ができる。 

3．声や楽器や身体の動きを媒体として、グループで音楽作品を作ることができる。 

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① ピアノ奏法は、個人差があるので苦手な学生は出題された課題をよく練習しておくこと。 

② 弾き歌いは自分の演奏レベルを確認できるので、必ず歌うようにすること。 

③ 高度な理論は必要ありませんが、指導技術として基礎的な内容はよく理解しておくこと。 

④ まとめとして、場慣れの意味で全員の前での演奏に取り組む。 

⑤ 既にピアノの技術を身に着けている学生には、その程度に合わせた課題を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

①全音楽譜出版部編「全訳バイエル教則本」 

②「教員養成課程 小学校音楽科教育法」 

③五線ノートは様々な種類があるので、必要な時期に指示します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

２. グループによる「アンサンブル」や、音楽づくりに積極的に取り組んだか。  

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1. 演奏技術向上のためには、一度に長い時間の練習ではなく、毎日少しの時間でも取り組む方が効果的です。 

2. 焦らず、こつこつと練習を積み上げることが大切です。出来るか否かではなく、努力することが必要です。 

3. 少しピアノを弾ける学生は、その能力を上手く使う方法を習得しましょう。 

4. 音楽の技術的なことで(ピアノ・歌)不安や心配のある学生は遠慮なく申し出ること。心配は要りません。 

5. 授業中に関して以下の事については厳しく注意します。 

   （Ⅰ）音楽室使用規則を守ること(飲食・楽器の扱い方等) 

      （Ⅱ）スマートフォン等を使用しない。 

   （Ⅲ）授業中の私語は、真面目に受講している者にとって迷惑です。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間を活用して下さい。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、自己紹介、音楽学習歴調査、音楽

理論に対する知識調査、音楽理論で使用するプリント配

布。教則本のチェックシートについての説明。 

事前学習 
バイエルを各自の能力に沿って予習をして

おく。 

事後学習 
音楽に対する自分の経験の有無・能力を確認

しておく。 

第２回 

1．音楽理論 

譜表・音符・休符・音名階名について。 

2．ピアノ奏法実習① 

バイエル教則本より選曲・演奏。 

事前学習 
音楽理論内容の確認。各自に指示されたピア

ノ楽曲の予習 

事後学習 

弾いているピアノ曲を階名唱してみる。学習

したピアノ曲を練習しておく。指番号等基本

的な楽譜の読み方も実践してみる。 

第３回 

1．音楽理論 

リズムと拍子・リズム唱について。 

2．ピアノ奏法実習② 

バイエル教則本より選曲・演奏。 

事前学習 
音楽理論内容を復習しておく。生活の中に感

じられるリズムに意識をもとう。 

事後学習 
現在練習しているピアノ曲、その前後の曲を

弾いてみる。 

第４回 

1．音楽理論 

変化記号(臨時記号・調号)について。 

2．ピアノ奏法実習③ 

バイエル教則本より選曲・演奏 

事前学習 
練習してきたピアノ曲のリズムをリズム唱

したり手で叩いてみる。 

事後学習 
ピアノ曲の苦手な箇所を確認し、部分練習を

行う。 

第５回 

1．音楽理論 

簡単な楽語の理解。 

2．ピアノ奏法実習④(歌唱も含む) 

バイエル教則本より選曲・演奏 

事前学習 
理論についての疑問があればメモしておく

ように。 

事後学習 
次の練習曲に取り組む。楽譜上にある全ての

中に不明なものは無いか探してみる。 



 

 

第６回 

1．音楽理論 

音程・和音について 

2．ピアノ奏法実習⑤(歌唱も含む) 

バイエル教則本より選曲・中間演奏発表 

事前学習 
発表する曲をスムーズに弾けるように、記号

の確認もしておく。 

事後学習 
自分の演奏技術の確認及び復習。大きな声で

歌唱に慣れてみよう。 

第７回 

1．音楽理論 

コードネーム 

2．ピアノ奏法実習⑥ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
出来る限り弾き歌いに取り組む。声の大きさ

も確認しておく。 

事後学習 
コードネームの付いている楽譜を見て弾い

てみよう。 

第８回 

1．音楽理論 

和音の効果について。 

2．ピアノ奏法実習⑦ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
小学校で取り上げられている歌で、知ってい

る曲を思い出しておきましょう。 

事後学習 
和音については理解しにくいので、理論の復

習が不可欠です。 

第９回 

1．音楽理論 

いろいろな伴奏形について。 

2．ピアノ奏法実習⑧ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
バイエル教則本より、いろいろな伴奏形を見

つけておく。 

事後学習 同じ曲をいろいろな伴奏形で弾いてみる。 

第１０回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル①使用楽器について。 

3．ピアノ奏法実習⑨ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
小学生で経験したアンサンブルを思い出し

てみる。 

事後学習 楽器の奏法について確認をしておく。 

第１１回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル②アンサンブルの編曲法。 

3．ピアノ奏法実習⑩ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
編曲する曲を決めておく。(曲の感じは自由で

良い) 

事後学習 
各自、頭の中で編曲した音をイメージしてみ

よう。 

第１２回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル③グループで編曲をしてみる。 

3．ピアノ奏法実習⑪ 

ひきうたい発表曲の選曲と準備 

事前学習 
初歩的な質問でも構いません。質問を探して

みてください。 

事後学習 
次回の発表に向けてグループで協力をし、練

習をしておく。 

第１３回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル④グループ発表・ディスカッション 

3．ピアノ奏法実習⑬ 

発表の準備 

事前学習 
発表の前に必要な確認をしておく。発表まで

の自己反省の確認をしておく。 

事後学習 
アンサンブルについての学習成果確認。ピア

ノ発表は暗譜を意識して練習する 

第１４回 1．ピアノ奏法実習発表 
事前学習 

歌うテンポが適切であるか確認する。教室で

自分の歌声がどこまで届いているかを確認

する。 

事後学習 自己評価をする。 

第１５回 音楽理論・ピアノ奏法についての総括(質問) 
事前学習 質問事項をまとめておく。 

事後学習 授業で学習したことを確認する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽（小） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 林 麻由美 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 

 

小学校教育において必要とされる音楽の基本的な演奏技能と知識を習得し、創造的な音楽教育を実践する能

力の育成を目指す。実際には小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌い、器楽アンサンブル、音楽づく

り（言葉、動き、音を媒体として）を学ぶ。特にアンサンブルはグループ・ディスカッションを重視した活

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによるアンサンブルに関心を持ち、演奏ができる。 

3．声や楽器や身体の動きを媒体として、グループで音楽作品を作ることができる。 

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ピアノ曲、弾き歌いの課題曲を出します。その際の練習方法と楽曲へのアプローチの仕方をお伝えしますの

で、その方法で練習に取り組んでください。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】有本真紀・坂井恵・山下薫子 編著『教員養成課程 小学校音楽科教育法』教育芸術社。2018。 

その他、必要なものはプリントにして配布する。 

【参考書】川辺 真著『わかりやすい楽典』音楽之友社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

２. グループによる「アンサンブル」や、音楽づくりに積極的に取り組んだか。  

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

何度も繰り返して歌う、聴く、弾く、そうする事で技術ばかりでなく、音楽を身体全体で感じるということ

がわかってきます。弾き歌いの練習方法を詳しく提示します。たとえ上級者であっても、その通りにやって

みてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間を活用して下さい。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション。授業概要 
事前学習 歌うことに慣れておく。歌うための身体の準備。 

事後学習 オリエンテーションで行ったリズム演習の復習。 

第２回 

1．音楽理論 

譜表・音符・休符・音名階名について。 

2．ピアノ課題曲① 

バイエル教則本などから選曲・演奏。 

事前学習 
音楽理論内容の確認。各自に指示されたピアノ楽曲

の練習 

事後学習 
課題曲のピアノ曲を歌いながら弾く。指番号等基本

的な楽譜の読み方の復習。 

第３回 

1．音楽理論 

リズムと拍子・リズム唱について。 

2．ピアノ課題曲② 

バイエル教則本などから選曲・演奏。 

事前学習 
音楽理論内容の確認。各自に指示されたピアノ楽曲

の練習 

事後学習 
現在練習しているピアノ曲、その前後の曲を弾いて

みる。 

第４回 

1．音楽理論 

変化記号(臨時記号・調号)について。 

2．ピアノ課題曲③ 

バイエル教則本などから選曲・演奏 

事前学習 
練習してきたピアノ曲のリズムについて、リズム唱

したり手で叩いてみる。 

事後学習 ピアノ曲の苦手な箇所を確認し、部分練習を行う。 

第５回 

1．音楽理論 

簡単な楽語の理解。 

2．ピアノ課題曲④ 

バイエル教則本などから選曲・演奏 

事前学習 理論についての疑問があればメモしておく。 

事後学習 これまで弾いた課題曲の復習をする。 

第６回 

1．音楽理論 

音程・和音について 

2．ピアノ課題曲⑤ 

バイエル教則本などから選曲・演奏発表 

事前学習 
発表する曲をスムーズに弾けるように、反復練習を

行う。 

事後学習 これまで弾いた課題曲の復習をする。 

第７回 

1．音楽理論 

コードネーム 

2．ピアノ課題曲⑥ 

バイエル教則本などから選曲・演奏 

事前学習 
発表する曲をスムーズに弾けるように、反復練習を

しておく。 

事後学習 コードネームを見ながら弾いてみよう。 

第８回 
中間のまとめ（ピアノ課題曲発表・音楽理論に関す

る筆記試験） 

事前学習 
中間のまとめに向けて、各自の課題を練習し、音楽

理論を確認する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら

各自の課題曲を練習する。 



 

 

第９回 

1．音楽理論 

反復記号、装飾音符 

2．弾き歌い① 

共通教材を弾く（片手➕歌） 

事前学習 
授業で説明された弾き歌いの練習方法の通りに練習

する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら

各自の課題曲を練習する。歌詞の確認。 

第１０回 

1．音楽理論 

 音階について 

2. 弾き歌い② 

共通教材を弾く。（片手➕歌の確認） 

事前学習 授業で学んだ弾き歌いの練習方法で復習する。 

事後学習 歌詞を確認しながら弾き歌いの反復練習を行う。 

第１１回 

1．音楽理論 

  音階について 

2．弾き歌い③ 

共通教材の両手弾き歌い 

事前学習 各自に提示された課題曲を練習する。歌詞を読む。 

事後学習 歌詞を確認しながら弾き歌いの反復練習を行う。 

第１２回 

1．音楽づくり リズムで音遊び 

2．弾き歌い④ 

弾き歌い発表曲の選曲と準備 

事前学習 各自に提示された課題曲を練習する。歌詞を読む。 

事後学習 歌詞を確認しながら弾き歌いの反復練習を行う。 

第１３回 

1．楽器アンサンブル 

2．弾き歌い⑤ 

弾き歌い発表曲の選曲と準備 

事前学習 各自に提示された課題曲を練習する。歌詞を読む。 

事後学習 
音楽づくりについての学習成果確認。自身の読譜力

向上に留意しながら各自の課題曲を練習する。 

第１４回 
１．ヴォーカルアンサンブル 

２．弾き歌い発表の準備 

事前学習 各自に提示された課題曲を練習する。歌詞を読む。 

事後学習 各自に提示された課題曲を練習する。歌詞を覚える。 

第１５回 期末のまとめ（ピアノ弾き歌い実技発表・音楽理論） 

事前学習 
期末のまとめに向けた課題曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復習する。 

事後学習 
実技の復習、これまでに学習した音楽理論について

復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 赤塚 太郎 

４．授業形態 演習，講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育における音楽活動の指導で求められる知識，技術を身につけ，理解を深める。保育現場では歌唱指導

はもちろん合奏指導、リズム活動など様々な音楽活動やその指導において鍵盤楽器が使用されるため，それ

なりの演奏技術を身につけなければならない。具体的には「音楽」では子どもの歌を歌うのに必要な発声法，

ピアノ演奏技術とピアノ伴奏によって歌唱指導する能力を習得する。また、これらの技術・能力の習得のた

めに必要な読譜や音楽のしくみに関する基礎的な知識や理論についても実践を通して学ぶ。 

８．学習目標 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

➀ピアノ実技と弾き歌い…各々の進度に応じた課題を出すので、授業中に行った課題をよく復習し、次週ま

での課題曲もよく練習する 

➁音楽理論…楽典や和声法の練習問題を課します 

➂第5回目ではリズム、13回目では手遊び歌、14回目ではピアノ実技、15回目では弾き歌いをみんなの前で

発表演奏します 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書…以下 2冊を用意してください。その他に必要な資料はその都度配布します。 

全音楽譜出版社出版部『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版社 

    岡村弘ほか『これだけは歌って弾こう 子どもの歌 厳選 50曲』共同音楽出版社、2017。 

参考書…ドレミ編集部編『バイエル併用 こどものクラシック・ピアノ 100曲集』ドレミ楽譜出版社、2017。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第 5版』中央法規、2017。 

    二宮紀子『歌って、弾いて、書いてわかる 子どもの歌・ピアノ伴奏のしくみ』音楽之友社、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。１ 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ ピアノ伴奏による弾き歌いの発表                総合点の５０％ 

２ 基本的な音楽理論の筆記テストまたはそれにかわるレポートなど  総合点の３０％ 

３ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）          総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

ピアノ演奏や歌唱は「技術の習得」であり、毎日の積み重ねが大切です。短い時間でも、毎日ピアノにむか

う時間を作ってください。最も基礎的な練習の中で単調と思われる練習曲もあるかもしれません。またその

一方で、自分のレヴェルよりも高度な曲に取り組む時があるかもしれません。それら全てをきちんと習得し、

有意義な時間になることを願っています。なお、遅刻や遅延については、累積回数が多いとそれらを認めな

い場合もあるので、注意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、音楽歴調査、教科書解説 

音楽理論①楽譜の構造、音符と休符、拍、リズム、

音高 

の理解度を確認、 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書全体に目をとおす。ピアノの鍵盤を眺め、ど

のような構造になっているかを確認する。 

事後学習 プリント及び課題曲に取り組む。 

第２回 

音楽理論②音名と階名、音符と休符 

リズム課題① 

ピアノ及び弾き歌い① 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考に、楽譜がどのような音符や休符

で書かれているかを確認する。課題曲を練習する。 

事後学習 
音名・階名・音符・休符についてのプリント及び

課題曲に取り組む。 

第３回 

音楽理論③音名と階名、音符と休符の続き 

リズム課題② 

ピアノ及び弾き歌い② 

発声の基礎① 

次回までの課題の説明 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 
音名と階名について、疑問点・不明点がないか、

確認する。 

第４回 

音楽理論④音程（音の幅）と三和音 

リズム課題③ 

ピアノ及び弾き歌い③ 

発声の基礎② 

次回までの課題の説明 

事前学習 三和音の仕組みについて考える。 

事後学習 
三和音の構造に関する復習プリント及び課題曲に

取り組む。 



 

 

第５回 

音楽理論⑤コードネーム 

リズム課題④2 人 1 組になり、リズム課題を発表 

ピアノ及び弾き歌い④ 

次回までの課題の説明 

事前学習 発表するリズム課題を練習する。 

事後学習 コードネームについて復習し、課題曲に取り組む。 

第６回 

音楽理論⑥長三和音（メジャーコード） 

ピアノ及び弾き歌い⑤ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
長三和音（メジャーコード）の仕組みについて考

える。課題曲を練習する。 

事後学習 プリント及び課題曲。 

第７回 

音楽理論⑦短三和音（マイナーコード） 

ピアノ及び弾き歌い⑥ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

短三和音（マイナーコード）が出てくる曲に目を

とおし、どのような仕組みになっているかを考え

る。課題曲を練習する。 

事後学習 和音の復習プリント及び課題曲に取り組む。 

第８回 

音楽理論⑧コードネームの総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑦ 

次回までの課題の説明 

事前学習 復習プリントを完成させる。 

事後学習 コードネームに関して、疑問点がないかを確認する。 

第９回 

音楽理論⑨変化した伴奏形 

ピアノ及び弾き歌い⑧ 

次回までの課題の説明 

事前学習 課題曲の左手の伴奏形に注目して練習する。 

事後学習 
変化した伴奏形について、その効果や役割を考え、

実際に弾いてみる。 

第１０回 

音楽理論⑩音階 

ピアノ及び弾き歌い⑨ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考にし、音階の仕組みについて考え

る。課題曲を練習する。 

事後学習 音階についてのプリント及び課題曲に取り組る。 

第１１回 

音楽理論⑪調号、♯・♭のつく調 

ピアノ及び弾き歌い⑩ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

♯、♭がついている曲の譜面に目をとおし、調号

が何もつかない状態と何が違うのかを考える。課

題曲を練習する。 

事後学習 調号についてのプリント及び課題曲に取り組む。 

第１２回 

音楽理論⑫カデンツ、総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑪ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
学習した音楽理論の中で、不明確な点がないかを

確認する。課題曲を練習する。 

事後学習 総復習のプリント及び課題曲に取り組む。 

第１３回 手遊び歌の発表 
事前学習 手遊び歌の総復習。 

事後学習 ピアノ課題曲を練習する。 

第１４回 ピアノ実技の発表 

事前学習 各自の課題曲に取り組む。 

事後学習 
発表後のおさらいをし、次週の弾き歌いの発表に

備える。 

第１５回 弾き歌いの発表 
事前学習 弾き歌いの課題曲に取り組む。 

事後学習 学期中に学習したことを復習し、要点をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽（幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 原 久美子 

４．授業形態 演習，講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育における音楽活動の指導で求められる知識，技術を身につけ，理解を深める。保育現場では歌唱指導

はもちろん合奏指導、リズム活動など様々な音楽活動やその指導において鍵盤楽器が使用されるため，それ

なりの演奏技術を身につけなければならない。具体的には「音楽」では子どもの歌を歌うのに必要な発声法，

ピアノ演奏技術とピアノ伴奏によって歌唱指導する能力を習得する。また、これらの技術・能力の習得のた

めに必要な読譜や音楽のしくみに関する基礎的な知識や理論についても実践を通して学ぶ。 

８．学習目標 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１． ピアノ実技：提示された課題曲を次週までによく練習しておくこと。 

２． 弾き歌い：練習を重ね、こどもの歌の弾き歌いに慣れる。 

３． 音楽理論：楽典やコードネームの練習問題を課すことがある。 

４． 学期内に数回発表日を設け、「ピアノ実技」、「こどもの歌の弾き歌い」の演奏発表を行う。発表に向け
て十分に準備すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
・全音楽譜出版社編『標準バイエル教則本』全音楽譜出版社 

その他、授業内で配布するプリントを提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ ピアノ伴奏による弾き歌いの発表                総合点の５０％ 

２ 基本的な音楽理論の筆記テストまたはそれにかわるレポートなど  総合点の３０％ 

３ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）          総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

ピアノや歌唱など、こども達の豊かな音楽表現を援助するために必要な基礎技術を磨きましょう。ピアノの

上達のためには、時間を見つけて少しずつでも毎日必ず練習する習慣をつけることが大切です。反復練習は

時に退屈に感じるかもしれませんが、地道な努力の積み重ねが上達に繋がっていきます。熱心に取り組み、

様々なレパートリーを作りましょう。 

13．オフィスアワー 最初の授業時に提示いたします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス（シラバス説明・授業概要）、音楽経験ア
ンケート調査と演奏レベルチェック、課題曲提示 
楽典①（五線・音部記号・大譜表・音名と階名） 

事前学習 
鍵盤でドの位置を確認し既習の基礎的な音

楽に関して復習しておく。 

事後学習 
楽典①の内容を理解する。各自の演奏レベル

に応じて提示された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノ演奏および弾き歌い① 
楽典②（音符と休符） 

事前学習 
楽典②の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典②の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第３回 
ピアノ演奏および弾き歌い② 

楽典③（拍とリズム） 

事前学習 
楽典③の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典③の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第４回 
ピアノ演奏および弾き歌い③ 
楽典④（拍子） 

事前学習 
楽典④の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典④の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第５回 

ピアノ演奏および弾き歌い④ 

楽典⑤（音の幅・幹音と派生音） 

ボディーパーカッション① 

事前学習 
楽典⑤の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑤の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 



 

 

第６回 

ピアノ演奏および弾き歌い⑤ 

楽典⑥（反復記号） 

ボディーパーカッション② 

事前学習 
楽典⑥の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑥の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第７回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑥ 
楽典⑦（様々な記号） 
ボディーパーカッション③ 

事前学習 
楽典⑦の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑦の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第８回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑦ 
楽典⑧（長音階と短音階） 

事前学習 
楽典⑧の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑧の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第９回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑧ 

楽典⑨（調性：ハ・へ・ト・ニ長調） 

事前学習 
楽典⑨の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑨の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第１０回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑨ 

楽典⑩（和声法：音階上にできる和音・和音記号） 

事前学習 
楽典⑩の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑩の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第１１回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑩ 

楽典⑪（コードネーム） 

事前学習 
楽典⑪の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑪の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第１２回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑪ 
楽典⑫（和音記号とコードネーム） 

事前学習 
楽典⑫の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑫の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第１３回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑫ 
楽典⑬（Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ度の和音のカデンツ） 

事前学習 
楽典⑬の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑬の内容を理解する。第１４、１５回目

の演奏発表に向けた練習を軸に取り組む。 

第１４回 バイエルの発表 

事前学習 バイエルの発表に向けて練習を重ねる。 

事後学習 

ピアノ演奏技術向上のため、発表での反省点

を踏まえながら、継続してバイエルの練習に

取り組む。 

第１５回 弾き歌いの発表 

事前学習 弾き歌いの発表に向けて練習を重ねる。 

事後学習 

弾き歌い演奏技術向上のため、発表での反省

点を踏まえながら、継続して弾き歌いの練習

に取り組む。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ／音楽Ⅱ（保育士）／音楽Ⅱ（幼） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2523 

SCOT2523 

SJMP2140 ２．授業担当教員 杉原 由利子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」「音楽実践演習」を履修していること 

７．講義概要 

「音楽Ⅱ」では主に保育現場で行われているリズム活動に対応できるリズム感とそれを身体表現できる力

の育成、子どもの楽器活動に関する理解、手遊びの習得を目指す。保育現場で行われるリズム活動では、

身体を使って音楽を感じ取り表現するので、活動にふさわしい楽曲の演奏や動きに合わせ即興的に演奏す

る方法を身につけなければならない。また、わらべうたが培う子どもの力を理解し、わらべうたを歌い遊

べるようにする。さらに主にリズム楽器の正しい奏法、扱いに習熟し、子どもの歌や楽曲を楽器で楽しむ

方法を学ぶ。1 年次に培った弾き歌いの演奏技術を継続的に磨き、手遊び歌のレパートリーも増やす。手

遊び歌はわらべうた同様、アカペラで歌うものなので、正しい音程で歌えるソルフェージュ力をつける。 

８．学習目標 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができる。自身も音楽に合わせリズミカルに動ける。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持つ。楽器遊びや合奏にアレンジできる。 

３．手遊び歌、わらべうたのレパートリーを増やし、正しく歌い遊ぶことができる。 

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・音楽理論の基本的な事項については、音楽表現と関連付けて常に予習と復習を行なうこと。 

・ピアノによる弾き歌いなどは、発表によって学習成果を確かめること。 

・レポート課題についても意欲的に取り組むこと。 

・小テスト３回は、ピアノ、弾き歌いで実施、十分練習をしておくこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書 

① 一年生で使用した『バイエル教則本』全音楽譜出版社 (または同系列のバイエル教則本) 

② 一年生で使用した『子どもの歌 厳選 50曲』共同音楽出版社 

③『新・幼児の音楽教育』第 3版最新版 朝日出版 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができ、自身も音楽に合わせリズミカルに動けるか。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持ち、楽器遊びや合奏にアレンジできるか。 

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ リズム活動のためのピアノ演奏と動きの発表        総合点の２０％ 

２ 保育活動で使われる楽器を使った楽器遊びや合奏の発表   総合点の２０％ 

３ 手遊び歌、わらべうたの発表               総合点の２０％ 

４ 弾き歌いの発表                     総合点の２０％ 

５ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）       総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

1 年次で学んだ「音楽」及び「音楽実践演習」をもとにして、さらに応用力を培うために多くの楽曲に取

り組んでください。授業の事前事後の学習は必須です。楽器の技能の習得は継続した練習なくして達成で

きません。理論の学習も併せて、着実に力を積み重ねていけるように臨んでください。バイエルに関して

は全学年の土台発展させ、より詳しい箇所まで学習を実施します。なお、教科書、楽譜類を忘れますと、

授業に参加する意義がなくなってしまいますので、忘れずに持参するよう留意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・自己紹介・授業ガイダンス・シラバス説明・楽典の理

解度調査・音楽学習歴調査・練習曲の指示・ 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション① 

事前学習 

・シラバスを読み音楽Ⅱの内容を理解する。 

・テキストを用意する。五線ノートを用意。 

・バイエルなど任意の 1曲を練習しておく。 

事後学習 
・学習内容を確認する・ 

・課題の楽曲を復習しておく。 

第２回 

・リズムの学習① 

・ピアノコードの学習①（コードの基本型） 

・弾き歌い曲レッスン①（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎①（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション② 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第３回 

・リズムの学習② 

・ピアノコードの学習②（コードの展開型） 

・弾き歌い曲レッスン②（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎②（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション③ 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 



 

 

第４回 

・リズムの学習③ 

・ピアノコードの学習③（コードによる伴奏型） 

・弾き歌い曲レッスン③（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎③（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション④ 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

 

第５回 

・リズムの学習④ 

・ピアノコードの学習④（コードによる伴奏型） 

・弾き歌い曲レッスン④（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎④（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション⑤ 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第６回 ・小テストピアノ演奏（バイエル等と弾き歌い） 
事前学習 ・試験曲の練習 

事後学習 任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第７回 

・リズムの学習⑤ 

・ピアノコードの学習⑤（コードによる簡易伴奏） 

・弾き歌い曲レッスンと⑤（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎⑤（バイエル） 

・子どもの歌斉唱① 

・三和音連結（Ｃ－Ｇ－Ｃ）① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑥ 

事前学習 

・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

・子どもの歌予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・子どもの歌復習 

第８回 

・リズムの学習⑥ 

・弾き歌い曲レッスン⑥（子どもの歌） 

・子どもの歌斉唱② 

・三和音連結合唱（Ｃ－Ｆ－Ｇ－Ｃ）② 

・簡易楽器の種類と奏法① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑦ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・子どもの歌予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・簡易楽器の種類と奏法の確認 

第９回 

・リズムの学習⑦ 

・弾き歌い曲レッスン⑦（子どもの歌） 

・子どもの歌斉唱②（手遊び歌） 

・三和音連結合唱（Ｃ－Ｆ－Ｇ7－Ｃ）③ 

・簡易楽器の種類と奏法② 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑧ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・手遊び歌の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習 

・手遊び歌の復習 

第１０回 小テスト二回目 弾き歌いとリズム活動 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・わらべうたの予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・わらべうたの復習 

第１１回 

・リズムの学習⑨ 

・弾き歌い曲レッスン⑧（子どもの歌）・子どもの歌斉

唱③（わらべうた） 

・三和音連結合唱（Ｃ－Ｅｍ－Ａｍ－Ｆ－Ｇ７－Ｃ）④ 

・簡易楽器による合奏① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑨ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・リズムの予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・リズムによる身体表現の復習 

第１２回 

・リズムの学習⑩ 

・弾き歌い曲レッスン⑨（子どもの歌） 

・リズムによる身体表現① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑩ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・リズムによる身体表現の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・リズムによる身体表現の復習 

第１３回 

・リズムの学習⑪ 

・弾き歌い曲レッスン⑩（子どもの歌） 

・リズムによる身体表現②発表 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑪ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・リズムによる身体表現の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・リズムによる身体表現の復習 

第１４回 

・リズムの学習⑫ 

・弾き歌い曲レッスン⑪（子どもの歌） 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑫ 

事前学習 ・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・子どもの歌の復習 

第１５回 ・小テスト３回目 アンサンブル演奏 
事前学習 ・小テストへの準備練習 

事後学習 ・テストで発表した楽曲の復習 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL1305 

２．授業担当教員 林 麻由美 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「音楽（小）」の発展として、音楽の基本的な演奏技能と知識を習得し、創造的な音楽教育を実践する能力の育

成を目指す。実際には、諸外国の音楽教育の動向を視野に入れながら様々な角度から表現を捉え、声や身体の

動きや楽器を媒体として表現を行う方法と、子どもの中にある音楽を引き出す方法を学ぶ。 

８．学習目標 

1．小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによる「アンサンブル」ができる。 

3．声や楽器や身体の動きを媒体として、グループで音楽作品を作ることができる。 

4．音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

伴奏、範唱、範奏などは事前にできるようにする。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】有本真紀・坂井恵・山下薫子 編著『教員養成課程 小学校音楽科教育法』教育芸術社。2018。 

その他、必要なものはプリントにして配布する。 

【その他】ソプラノリコーダーを用意する。今までに使用していたものでよい。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

２. グループによる「アンサンブル」や、音楽づくりに積極的に取り組んだか。  

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業の中で、小学校音楽科に必要な様々な活動や指導法を学んでいく中で、自らの音楽表現を広げていくこ

とができるよう、積極的に授業に臨みましょう。 

 弾き歌いや楽器の演奏技術の基礎を習得するため練習方法を提示しますので、繰り返し行いましょう。 

 授業を受ける上で、下記の基本的な事項は守りましょう。 

（１）音楽室の使用の規則（ピアノの扱い方、飲食厳禁等）を守りましょう。 

（２）携帯電話の使用は禁止です。また、授業に関係のない私語はやめましょう。 

（３）宿題やレポートは、指定した日までに提出しましょう。期日を過ぎると、内容が良くても評価は低くな

ります。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（授業計画の説明他） 
事前学習 教科書を準備し、授業に臨むこと。 

事後学習 ピアノ伴奏を練習しておくこと。 

第２回 音楽科の目標、学習指導要領の理解、演奏課題提示 

事前学習 
教科書（pp.188～191）の「小学校学習指導要領 音楽」

の箇所を読み、予習しておくこと。 

事後学習 
学習指導要領の内容をノートにまとめること。 

各自課された演奏課題を練習しておくこと。 

第３回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解① 

弾き歌いの集団演習 片手バージョン 

事前学習 
旋律を、歌ったり、ピアノで弾いたりできるように予習

すること。 

事後学習 
旋律を、歌いながら弾くことができるように復習するこ

と。 

第４回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解② 

弾き歌い集団演習 片手バージョン 

事前学習 演奏課題を予習しておくこと。 

事後学習 レッスンを振り返り復習すること 

第５回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解③ 

弾き歌い集団演習 両手バージョン 

事前学習 演奏課題を予習しておくこと。 

事後学習 レッスンを振り返り復習すること 

第６回 弾き歌いの試験 
事前学習 課題曲を練習しておくこと。 

事後学習 レッスンを振り返り復習すること 

第７回 
「器楽の活動」における指導内容の理解①  

リコーダー、鍵盤ハーモニカ等の扱いの理解 

事前学習 
教科書（pp.27～28）を読み、リコーダーの種類や奏法に

ついて予習すること。 

事後学習 リコーダーの奏法を復習すること。 

  



 

 

第８回 
「器楽の活動」における指導内容の理解② 

―合奏活動のグループ決めと練習― 

事前学習 
教科書（pp.23～28）を読み、小学校で取り扱う打楽器の

種類や名称についての理解を深めておくこと。 

事後学習 各自担当する楽器での演奏の復習をすること。 

第９回 
「器楽の活動」における指導内容の理解③ 

―合奏のグループ活動のしあげ― 

事前学習 各自担当する楽器での演奏のしあげをしておくこと。 

事後学習 グループ発表に向けて、演奏のしあげをしておくこと。 

第１０回 合奏のグループ発表 

事前学習 発表に向けて、課題曲を練習しておくこと。 

事後学習 
グループ合奏を振り返り、良かった点、改善点をまとめ

ておくこと。 

第１１回 「音楽づくり」における指導内容の理解① 

事前学習 
教科書（pp.36～43）を読み、音楽づくりの指導内容につ

いて予習しておくこと。 

事後学習 
グループごとにつくった音楽について振り返り、良かっ

た点、改善点をまとめておくこと。 

第１２回 
「音楽づくり」における指導内容の理解② 

レポート提出 

事前学習 
教科書（pp.36～43）を読み、音楽づくりの指導内容につ

いて予習しておくこと。 

事後学習 
グループごとにつくった音楽について振り返り、良かっ

た点、改善点をまとめておくこと。 

第１３回 
「鑑賞の活動」における指導内容の理解①―低学

年の鑑賞教材について― 

事前学習 
教科書（pp.44～48）を読み、低学年の鑑賞の活動の指導

内容について予習しておくこと。 

事後学習 低学年の鑑賞教材について、ノートにまとめておくこと。 

第１４回 
「鑑賞の活動」における指導内容の理解②―中学

年及び高学年の鑑賞教材について― 

事前学習 
教科書（pp.49～54）を読み、中学年及び高学年の鑑賞の

活動について予習しておくこと。 

事後学習 
中学年及び高学年の鑑賞教材について、ノートにまとめ

ておくこと。 

第１５回 まとめ（ピアノ演奏表現と弾き歌い） 

事前学習 
「音楽Ⅱ」で学んだ小学校で扱う活動の内容や教材につ

いて復習しておくこと。 

事後学習 
「音楽Ⅱ」で学んだことを振り返り、小学校で扱う活動

の内容についてまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽科指導法 （2単位） 

３．科目番号 
SJMP2394 

EDEL2315 
２．授業担当教員 中山 裕一郎 

４．授業形態 講義、演習（全員、個人、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」及び「音楽Ⅱ」を履修していること。 

７．講義概要 

 本講義では、小学校教育における音楽科の役割、目標、指導内容、児童の音楽的発達について理解し、初
等教育に従事する教育者として必要な指導法の基礎を身に付ける。 

 具体的には、まず学習指導要領に記載されている音楽科の目標について理解する。次に、小学校音楽科の
指導内容（表現［歌唱・器楽・音楽作り］・鑑賞指導の意義・留意点、共通事項）について理解する。 

 それまでの学修内容を踏まえ、学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解し、

指導案作成を行う。作成した学習指導案をもとに模擬授業を実施し実践感覚を高めるとともに、その振り返
りを通して授業改善の視点を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 初等教育における音楽科の役割、目標を理解する。 

2. 初等音楽科の指導内容と指導上の留意点を理解し、それぞれの領域の指導法を身に付ける。 

3. 音楽の基礎的知識・技能を身に付け、教材研究を行うことができるようになる。 

4. 児童の音楽的発達段階について理解する。 

5. 情報機器及び教材を音楽科の授業において効果的に活用することができるようになる。 

6. 学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解する。 

7. 実践的な学習指導案を作成することができるようになる。 

8. 模擬授業を通して授業実践の感覚を養うとともに、その振り返りを通して授業改善の視点を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．グループごとに学習指導案を検討し、各自それを提出する。 

2．テキストの内容をもとにしたレポート課題を提示する。 

3．共通教材の楽曲を一曲でも多く練習する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】初等科音楽教育研究会編『最新 初等音楽科教育法～2017年告示「小学校学習指導要領」準拠～』
音楽之友社 

【参考書】 

河口道朗 編著『音楽教育入門 ― 基本理念の構築』音楽之友社 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

文部科学省『小学校学習指導要領』東京書籍。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 初等教育における音楽科の役割、目標を理解している。 

2. 初等音楽科の指導内容と指導上の留意点を理解し、それぞれの領域の指導法を身に付けている。 

3. 音楽の基礎的知識・技能を身に付け、教材研究を行うことができる。 

4. 児童の音楽的発達段階について理解している。 

5. 情報機器及び教材を音楽科の授業において効果的に活用することができる。 

6. 学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解している。 

7. 実践的な学習指導案を作成することができる。 

8. 模擬授業を通して授業実践の感覚を養い、その振り返りを通して授業改善の視点を身に付けている。 

○評定の方法 

・学習指導案の内容   20% 

・模擬授業の内容    30% 

・授業への積極的参加度 20% 

・学期末試験      30% 

12．受講生への 

メッセージ 

小学校の教員となった時に、音楽教育の基本的な目標と目的を深く理解し、それに沿って効果的な音楽科の
授業ができるよう、課題意識を持って講義や討論に臨むこと。この授業で教師の働きかけ、子どもの表現、
授業の進め方などについて討論を重ねることで、多様な視点で授業を見ることができるようになることを目

指すこと。また、自ら学習指導案を作成し、模擬授業を行って、また次の実践に生かしていく力を養ってい
くよう努力すること。 
 授業を受ける上で、下記の基本的な事項は守ること。 

学校の教員となった時に、音楽教育の基本的な目標と目的を深く理解し、それに沿って効果的な音楽科の授
業ができるよう、課題意識を持って講義や討論に臨むこと。この授業で教師の働きかけ、子どもの表現、授
業の進め方などについて討論を重ねることで、多様な視点で授業を見ることができるようになることを目指

すこと。また、自ら学習指導案を作成し、模擬授業を行って、また次の実践に生かしていく力を養っていく
よう努力すること。 

 授業を受ける上で、下記の基本的な事項は守ること。 

13．オフィスアワー 最初の授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

音楽科の役割・目標 
各学年の目標 
音楽科における「主体的・対話的で深い学
び」、「音楽的な見方・考え方」について 

事前学習 教科書の該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 音楽科の役割、目標について理解する。 

第２回 
小学校音楽科の主な指導内容について 
「歌唱」指導の意義と指導上の留意点 
歌唱教材（低学年の歌唱共通教材） 

事前学習 
教科書の該当部分を読んでおくこと。 
歌唱共通教材（低学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
小学校音楽科の主な指導内容について、その全体構成を
把握する。歌唱共通教材（低学年）の曲を復習し、その
指導法を身に付ける。 



 

 

第３回 
発声法とその指導 
歌唱教材（中学年の歌唱共通教材） 

事前学習 歌唱共通教材（中学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
歌唱指導の意義と指導上の留意点、発声法とその指導に
ついて理解する。歌唱共通教材（中学年）の曲を復習し、
その指導法を身に付ける。 

第４回 
児童期の音楽的発達段階について 
移動ドと固定ドについて 
歌唱教材（高学年の歌唱共通教材） 

事前学習 
教科書の該当部分を読んでおくこと。 
歌唱共通教材（高学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
児童期の音楽的発達について理解する。移動ドと固定ド
について理解する。歌唱共通教材（高学年）の曲を復習
し、その指導法を身に付ける。 

第５回 
「器楽」指導の意義と指導上の留意点 
アコースティック楽器の取扱いと指導 
リコーダーの指導法（運指、奏法） 

事前学習 
教科書の該当部分を読んでおくこと。 
リコーダーの運指を確認しておくこと。 

事後学習 
器楽指導の意義と指導上の留意点、児童が扱う楽器の取
扱いと指導法について理解する。リコーダーの運指や奏
法を復習しておくこと。 

第６回 
リコーダーの指導法（合奏）、 
指揮法 
和楽器の指導法 

事前学習 教科書の該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
リコーダーの指導法を身に付ける。指揮法の基礎を理解
する。和楽器の知識を深め、その指導法を身に付ける。 

第７回 創作活動の意義と指導上の留意点 
事前学習 教科書の該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 創作活動の意義と指導上の留意点について理解する。 

第８回 
「鑑賞」指導の意義と指導上の留意点 
鑑賞教材について（西洋音楽を中心に） 

事前学習 教科書の該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
鑑賞指導の意義と指導上の留意点について理解する。教
科書に記載されている鑑賞曲について、教材研究をする。 

第９回 
鑑賞教材について 
（我が国及び諸外国の音楽を中心に） 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、興味関心を持った楽曲につい
て調べておくこと。 

事後学習 我が国及び諸外国の音楽について教材研究をする。 

第１０回 
共通事項について 
音楽科における ICT 機器及び教材活用につ
いて 

事前学習 教科書の該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
共通事項について理解する。音楽科における ICTの効果
的な活用法について理解する。 

第１１回 
学習指導計画について 
内容の取扱いについて 
学習指導案について 

事前学習 
教科書の該当部分及び、「学習指導要領 第３ 指導計画の
作成と内容の取扱い」を読んでおくこと。 

事後学習 
学習指導計画の意義、基本的な考え方について理解する。
指導計画の作成において配慮すべき事項について理解す
る。学習指導案について理解する。 

第１２回 
音楽科の評価について 
学習指導案作成 

事前学習 

教科書の該当部分を読んでおくこと。題材構成について
理解しておくこと。学習指導案作成にあたり各自で題材
を設定するとともに、その題材に適した教材の教材研究
をしておくこと。 

事後学習 
音楽科の評価について理解する。学習指導案を完成させ
ること。模擬授業に向けた準備をしておくこと。 

第１３回 模擬授業（歌唱指導） 
事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。 

第１４回 模擬授業（器楽指導） 
事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。 

第１５回 
模擬授業（音楽づくり、鑑賞） 
まとめ 

事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。学期末試験に
向け、これまで学修した内容を総復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2315 

２．授業担当教員 松本 岳志 

４．授業形態 講義、演習（全員、個人、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
音楽（初等・小）及びⅡを終えていること。 

７．講義概要 

 本講義では、小学校教育における音楽科の役割、目標、指導内容、児童の音楽的発達について理解し、初
等教育に従事する教育者として必要な指導法の基礎を身に付ける。 

 具体的には、まず学習指導要領に記載されている音楽科の目標について理解する。次に、小学校音楽科の

指導内容（表現［歌唱・器楽・音楽作り］・鑑賞指導の意義・留意点、共通事項）について理解する。 

 それまでの学修内容を踏まえ、学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解し、
指導案作成を行う。作成した学習指導案をもとに模擬授業を実施し実践感覚を高めるとともに、その振り返

りを通して授業改善の視点を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 初等教育における音楽科の役割、目標を理解する。 

2. 初等音楽科の指導内容と指導上の留意点を理解し、それぞれの領域の指導法を身に付ける。 

3. 音楽の基礎的知識・技能を身に付け、教材研究を行うことができるようになる。 

4. 児童の音楽的発達段階について理解する。 

5. 情報機器及び教材を音楽科の授業において効果的に活用することができるようになる。 

6. 学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解する。 

7. 実践的な学習指導案を作成することができるようになる。 

8. 模擬授業を通して授業実践の感覚を養うとともに、その振り返りを通して授業改善の視点を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.学習指導案を作成し提出する。これを元にして、模擬授業も行う。 

2.小学校音楽科教育に関する試験を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

有本真紀・阪井恵・山下薫子編著『教員養成課程 小学校音楽科教育法』教育芸術社 
【参考書】 

河口道朗 編著『音楽教育入門 ― 基本理念の構築』音楽之友社 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

文部科学省『小学校学習指導要領』東京書籍。 

山下薫子編著『平成 29年度版 小学校新学習指導要領 ポイント総整理』東洋館出版社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 初等教育における音楽科の役割、目標を理解している。 

2. 初等音楽科の指導内容と指導上の留意点を理解し、それぞれの領域の指導法を身に付けている。 

3. 音楽の基礎的知識・技能を身に付け、教材研究を行うことができる。 

4. 児童の音楽的発達段階について理解している。 

5. 情報機器及び教材を音楽科の授業において効果的に活用することができる。 

6. 学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解している。 

7. 実践的な学習指導案を作成することができる。 

8. 模擬授業を通して授業実践の感覚を養い、その振り返りを通して授業改善の視点を身に付けている。 

○評定の方法 

・学習指導案の内容   20% 

・模擬授業の内容    30% 

・授業への積極的参加度 20% 

・学期末試験      30% 

12．受講生への 

メッセージ 

音楽科教育は、ただ単に子ども達と楽しく歌を歌っていれば済まされるような教科ではありません。その役

割や意義、子どもの発達など教育の専門家として必要な知識を得るよう努めて下さい。また、豊かな音楽経

験を子ども達と共有しながら指導していくためには、音楽的知識や高い演奏技術も要求されます。これらを

身に付けることは容易ではありませんが、日々地道な教材研究と練習を重ねていってください。そして、自

らが音楽を愛好する心情を持って授業に臨むようにしましょう。 

※本授業では課題レポートの代わりに、試験を課します（9.及び 11.を参照のこと）。 

13．オフィスアワー 初回授業のオリエンテーションにおいて通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

音楽科の役割・目標 
各学年の目標 
音楽科における「主体的・対話的で深い学
び」、「音楽的な見方・考え方」について 

事前学習 教科書 pp.6〜7、p.10を読んでおくこと。 

事後学習 音楽科の役割、目標について理解する。 

第２回 
小学校音楽科の主な指導内容について 
「歌唱」指導の意義と指導上の留意点 
歌唱教材（低学年の歌唱共通教材） 

事前学習 
教科書 pp.10〜19 を読んでおくこと。歌唱共通教材（低
学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
小学校音楽科の主な指導内容について、その全体構成を
把握する。歌唱共通教材（低学年）の曲を復習し、その
指導法を身に付ける。 

第３回 
発声法とその指導 
歌唱教材（中学年の歌唱共通教材） 

事前学習 歌唱共通教材（中学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
歌唱指導の意義と指導上の留意点、発声法とその指導に
ついて理解する。歌唱共通教材（中学年）の曲を復習し、
その指導法を身に付ける。 

 



 

 

第４回 
児童期の音楽的発達段階について 
移動ドと固定ドについて 
歌唱教材（高学年の歌唱共通教材） 

事前学習 
教科書 pp.8〜9、pp.17〜18を読んでおくこと。歌唱共通
教材（高学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
児童期の音楽的発達について理解する。移動ドと固定ド
について理解する。歌唱共通教材（高学年）の曲を復習
し、その指導法を身に付ける。 

第５回 
「器楽」指導の意義と指導上の留意点 
アコースティック楽器の取扱いと指導 
リコーダーの指導法（運指、奏法） 

事前学習 
教科書 pp.20〜35 まで読んでおくこと。リコーダーの運
指を確認しておくこと。 

事後学習 
器楽指導の意義と指導上の留意点、児童が扱う楽器の取
扱いと指導法について理解する。リコーダーの運指や奏
法を復習しておくこと。 

第６回 
リコーダーの指導法（合奏）、 
指揮法 
和楽器の指導法 

事前学習 教科書 pp.29〜31を読んでおくこと。 

事後学習 
リコーダーの指導法を身に付ける。指揮法の基礎を理解
する。和楽器の知識を深め、その指導法を身に付ける。 

第７回 創作活動の意義と指導上の留意点 
事前学習 教科書 pp.36〜43を読んでおくこと。 

事後学習 創作活動の意義と指導上の留意点について理解する。 

第８回 
「鑑賞」指導の意義と指導上の留意点 
鑑賞教材について（西洋音楽を中心に） 

事前学習 教科書 pp.44〜54を読んでおくこと。 

事後学習 
鑑賞指導の意義と指導上の留意点について理解する。教
科書に記載されている鑑賞曲について、教材研究をする。 

第９回 
鑑賞教材について 
（我が国及び諸外国の音楽を中心に） 

事前学習 
教科書 pp.148〜157 まで読み、興味関心を持った楽曲に
ついて調べておくこと。 

事後学習 我が国及び諸外国の音楽について教材研究をする。 

第１０回 
共通事項について 
音楽科における ICT 機器及び教材活用につ
いて 

事前学習 教科書 pp.32〜33、p.55を読んでおくこと。 

事後学習 
共通事項について理解する。音楽科における ICT の効果
的な活用法について理解する。 

第１１回 
学習指導計画について 
内容の取扱いについて 
学習指導案について 

事前学習 
教科書 pp.65〜79、「学習指導要領 第３ 指導計画の作成
と内容の取扱い」を読んでおくこと。 

事後学習 
学習指導計画の意義、基本的な考え方について理解する。
指導計画の作成において配慮すべき事項について理解す
る。学習指導案について理解する。 

第１２回 
音楽科の評価について 
学習指導案作成 

事前学習 

教科書 pp.80〜84 を読んでおくこと。題材構成について
理解しておくこと。学習指導案作成にあたり各自で題材
を設定するとともに、その題材に適した教材の教材研究
をしておくこと。 

事後学習 
音楽科の評価について理解する。学習指導案を完成させ
ること。模擬授業に向けた準備をしておくこと。 

第１３回 模擬授業（歌唱指導） 
事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。 

第１４回 模擬授業（器楽指導） 
事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。 

第１５回 
模擬授業（音楽づくり、鑑賞） 
まとめ 

事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。学期末試験に
向け、これまで学修した内容を総復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1145 

２．授業担当教員 赤塚 太郎 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」を履修していること。 

７．講義概要 

「音楽」で学んだ基本的な音楽理論（楽典、和声法）、鍵盤楽器の基本的奏法を駆使して、より実践力を高

めるための演習を行う。「音楽」では，演奏するために必要な知識や技術を実践を通して学ぶが、「音楽実践

演習」ではさらに発展的に様々な曲を学ぶことで技術を確かなものにする。また、たとえ鍵盤楽器の経験が

あっても、子どもの歌を弾き歌いするなど保育実践に必要な演奏力の育成のために全学生が履修する必要が

ある。読譜力を養うと同時に歌を歌うための発声法を学ぶ。「音楽Ⅱ」で学ぶリズム活動など保育現場での音

楽活動に関わる演奏に発展する、保育実践に焦点を当てた演奏力を身につける。 

８．学習目標 

１．音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

➀ピアノ実技と弾き歌い…各々の進度に応じた課題を出すので、授業中に行った課題をよく復習し、次週ま

での課題曲もよく練習する 

➁音楽理論…楽典や和声法の練習問題があります 

➂第5回目ではリズム、14回目ではピアノ実技、15回目では弾き歌いをみんなの前で発表演奏します 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書…春期の「音楽」で使用した教科書を継続して使います。初回授業時も忘れずに教科書を持参してく

ださい。 

参考書…ドレミ編集部編『バイエル併用 こどものクラシック・ピアノ 100曲集』ドレミ楽譜出版社、2017。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第 5版』中央法規、2017。 

    二宮紀子『歌って、弾いて、書いてわかる 子どもの歌・ピアノ伴奏のしくみ』音楽之友社、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。１ 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ ピアノ伴奏による弾き歌いの発表                総合点の５０％ 

２ 基本的な音楽理論の筆記テストまたはそれにかわるレポートなど  総合点の３０％ 

３ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）          総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は「音楽」で学んだことをさらに発展させる実践演習です。具体的には音楽理論のより深い理解、

そして確かな発声法と弾き歌いの演奏技術を高めることを目的としていますので、みなさんそれぞれが日々

の練習を大切にし、有意義な時間になることを願っています。なお、遅刻や遅延については、累積回数が多

いとそれらを認めない場合もあるので、注意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、音楽歴調査、教科書解説 

音楽理論①楽譜の構造、音符と休符、拍、リズム、

音高の理解度を調査 

次回までの課題の説明 

事前学習 春期の「音楽」で学んだことを復習する。 

事後学習 音楽理論の復習プリント及び課題曲に取り組む。 

第２回 

音楽理論②音名と階名、音符と休符 

リズム課題① 

ピアノ及び弾き歌い① 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考に、楽譜がどのような音符や休符で書

かれているかを確認する。課題曲を練習する。 

事後学習 
音名・階名・音符・休符についてのプリント及び課題

曲に取り組む。 

第３回 

音楽理論③音程（音の幅）と三和音 

リズム課題② 

ピアノ及び弾き歌い② 

発声の基礎① 

次回までの課題の説明 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 
音程や三和音について、疑問点・不明点がないか、確

認する。 

第４回 

音楽理論④コードネーム 

リズム課題③ 

ピアノ及び弾き歌い③ 

発声の基礎② 

次回までの課題の説明 

事前学習 コードネームの仕組みについて考える。 

事後学習 コードネームの復習プリント及び課題曲に取り組む。 



 

 

第５回 

音楽理論⑤転回形 

リズム課題④2 人 1 組になり、リズム課題を発表 

ピアノ及び弾き歌い④ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
転回形とは何かを考え、取り組んでいる曲の中で該当

する和音があるかを考える。 

事後学習 課題曲に取り組む。 

第６回 

音楽理論⑥長三和音（メジャーコード） 

ピアノ及び弾き歌い⑤ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
長三和音（メジャーコード）とはどんな和音か、考え

てみる 

事後学習 音程についてのプリント及び課題曲に取り組む。 

第７回 

音楽理論⑦短三和音（マイナーコード） 

ピアノ及び弾き歌い⑥ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
短三和音（マイナーコード）はどのような仕組みにな

っているか、分析してみる。 

事後学習 課題曲の練習。 

第８回 

音楽理論⑧七の和音（セブンスコード）、総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑦ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
七の和音（セブンスコード）について考えてみる。音

楽理論に関して、不明な点がないかを確認する 

事後学習 プリント及び課題曲に取り組む。 

第９回 

音楽理論⑨変化した伴奏形 

ピアノ及び弾き歌い⑧ 

次回までの課題の説明 

事前学習 左手の伴奏形に注目して練習する。 

事後学習 
変化した伴奏形についてのプリント及び課題曲に取

り組む。 

第１０回 

音楽理論⑩音階 

合奏①打楽器に触れる 

ピアノ及び弾き歌い⑨ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考にし、音階の仕組みについて考える。

課題曲を練習する。 

事後学習 音階についてのプリント及び課題曲に取り組む。 

第１１回 

音楽理論⑪調号、♯・♭のつく調 

合奏②グループごとの発表 

ピアノ及び弾き歌い⑩ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

♯、♭がついている曲の譜面に目をとおし、調号が何

もつかない状態と何が違うのかを考える。課題曲を練

習する。 

事後学習 調号についてのプリント及び課題曲に取り組む。 

第１２回 

音楽理論⑫カデンツ、総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑪ 

次回までの課題の説明 

事前学習 カデンツとはどのようなものか、考えてみる。 

事後学習 総復習のプリント及び課題曲に取り組む。 

第１３回 手遊び歌の発表 
事前学習 手遊び歌の復習をする。 

事後学習 ピアノ課題曲を練習する。 

第１４回 ピアノ実技の発表 
事前学習 各自の課題曲に取り組む。 

事後学習 発表後のおさらいをし、次週の発表に備える。 

第１５回 弾き歌いの発表 
事前学習 課題曲に取り組む。 

事後学習 学期中に学習したことをよく復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習 （2単位） 

３．科目番号 SJMP1145 

２．授業担当教員 高木 麻衣子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」を終了していることが望ましい。 

７．講義概要 

「音楽」で学んだ基本的な音楽理論（楽典、和声法）、鍵盤楽器の基本的奏法を駆使して、より実践力を高

めるための演習を行う。「音楽」では，演奏するために必要な知識や技術を実践を通して学ぶが、「音楽実践

演習」ではさらに発展的に様々な曲を学ぶことで技術を確かなものにする。また、たとえ鍵盤楽器の経験が

あっても、子どもの歌を弾き歌いするなど保育実践に必要な演奏力の育成のために全学生が履修する必要が

ある。読譜力を養うと同時に歌を歌うための発声法を学ぶ。「音楽Ⅱ」で学ぶリズム活動など保育現場での音

楽活動に関わる演奏に発展する、保育実践に焦点を当てた演奏力を身につける。 

８．学習目標 

１．音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①ピアノ実技：毎回レベル毎に課題曲を提示するので、次週までに弾けるように練習をしてくること。 

②音楽理論：ほぼ毎回単元別の練習問題を提示するので、次週までに完成させ、疑問点や質問事項は次週に

必ず聞くこと。 

③中間のまとめ（実技、筆記）、期末のまとめ（実技、筆記）を行う。 

④歌唱教材：1曲でも多くのレパートリーを持てるよう、「歌うこと」に積極的な姿勢で臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 「音楽」と同じ教科書を継続して使用する。 

【参考書】川辺 真著『わかりやすい楽典』音楽之友社 

【教材】 ※各自で必ず購入しておくこと。 

 ・ヘッドフォン 

     ・6.3ｍｍステレオジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。１ 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ ピアノ伴奏による弾き歌いの発表                総合点の５０％ 

２ 基本的な音楽理論の筆記テストまたはそれにかわるレポートなど  総合点の３０％ 

３ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）          総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

「ピアノが弾けるようになる」ことは技術の習得です。したがって、日々の鍛練を忘れずに積み重ね、努力

すると必ず弾けるようになります。自分を信じて取り組み、出来る喜びを分かち合いましょう。保育・教育

に携わる皆さんが音楽の楽しさ、素晴らしさを次世代に伝えていける伝達者になって欲しいと思っています。

熱心に取り組まれることを期待しています！ 

弾き歌いでは、個々の技量にあった、より多くの曲に触れてほしいと思います。 

13．オフィスアワー 最初の授業時に提示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス（シラバス説明・授業概要）、アンケー

ト、演奏レベルチェック、課題曲提示 

事前学習 
音楽（幼）の最終授業で発表した曲を弾ける

ようにしておく。 

事後学習 

各自の目標（初中級：できるだけ多くの曲に

触れることを目指して、上級：実践力のある

演奏を目指して）を設定し、各自の演奏レベ

ルに応じて提示された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論①（メジャーコード、マイナーコード） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（メジャーコード、マ

イナーコード）に取り組む。 

第３回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論②（その他のコード、転回形） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（その他のコード、転

回形）に取り組む。 



 

 

第４回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論③（コードで弾く歌） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（コードで弾く歌）に

取り組む。 

第５回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論④（リズムカードの創作） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論課題（リズムカードの創作）を出来

るようにする。 

第６回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論⑤（リズムカードのグループワーク） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論課題（リズムカードのグループワー

ク）を出来るようにする。 

第７回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論⑥（リズムを使った音遊び） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習

する。 

第８回 
中間のまとめ（ピアノ実技発表・音楽理論に関する筆記

試験） 

事前学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習

する。 

事後学習 
各自、期末試験に向けての目標を設定し、そ

れに応じて決めた各自の課題曲を練習する。 

第９回 
ピアノレッスン 

歌（発声法・歌に親しむために） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１０回 
ピアノレッスン 

歌（保育に必要な歌・輪唱） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１１回 

ピアノレッスン 

アンサンブルの楽しみⅠ（簡易楽器による合奏 グルー

プ・曲決め 楽器決め） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１２回 

ピアノレッスン 

アンサンブルの楽しみⅡ（簡易楽器による合奏 グルー

プ練習 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１３回 

ピアノレッスン 

アンサンブルの楽しみⅢ（簡易楽器による合奏 グルー

プ発表） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１４回 
ピアノレッスン 

演奏聴取時の感受性についてのトレーニング 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。こ

れまでに学習した音楽理論について復習を

する。 

第１５回 期末のまとめ（ピアノ弾き歌い発表） 

事前学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。こ

れまでに学習した音楽理論について復習を

する。 

事後学習 
実技の復習、これまでに学習した音楽理論に

ついて復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習（2 単位） 

３．科目番号 SJMP1145 

２．授業担当教員 杉原 由利子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」の履修完了 

７．講義概要 

「音楽」で学んだ基本的な音楽理論（楽典、和声法）、鍵盤楽器の基本的奏法を駆使して、より実践力を高

めるための演習を行う。「音楽」では，演奏するために必要な知識や技術を実践を通して学ぶが、「音楽実践

演習」ではさらに発展的に様々な曲を学ぶことで技術を確かなものにする。また、たとえ鍵盤楽器の経験が

あっても、子どもの歌を弾き歌いするなど保育実践に必要な演奏力の育成のために全学生が履修する必要が

ある。読譜力を養うと同時に歌を歌うための発声法を学ぶ。「音楽Ⅱ」で学ぶリズム活動など保育現場での音

楽活動に関わる演奏に発展する、保育実践に焦点を当てた演奏力を身につける。 

８．学習目標 

１．音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・毎回の授業で提示されるピアノや弾き歌いの課題を必ずこなして授業に臨んでください 

・歌唱の練習について適宜録音 

などを取り入れ、正確な音程とリズムで歌えるよう鍛錬してください。 

（授業外の時間に録音データの提出を求めることがあります。※小テストの前週に提出/計３回） 

・弾き歌いの練習は第三者の協力を得ながら客観的視点を持って進めてください。 

・第６、１０、１５回目の授業に、弾き歌いの演奏発表を実施します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】「音楽」で使用した教科書を継続して使用します。 

配布資料を適宜使用します。 

授業で配布する資料や楽譜の保管用にクリアファイルブックを用意してください。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。１ 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ ピアノ伴奏による弾き歌いの発表                総合点の５０％ 

２ 基本的な音楽理論の筆記テストまたはそれにかわるレポートなど  総合点の３０％ 

３ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）          総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

「音楽」で学習したことを土台とし、保育現場で活用可能な実践的能力を身に付けることができるよう、「弾

き歌い」の学習を中心に進めます。ピアノの習熟度の浅い方は、春期に残したバイエルの課題なども併行し

てこなしてください。この授業を終了する時点で、バイエルに関しては同程度の力量の方々でＧＲ分けをし、

ＧＲごとに一斉指導を行います。基本的な子どもの弾き歌いを両手の伴奏を伴った形で行えることを目指し

臨んで下さい。更に伴奏を伴わないで自信を持って歌唱できるよう練習を積んでください。戸外での保育に

おいては不可欠の能力です。特に大学入学時までにピアノの経験がない方には高いハードルですが、日々の

鍛錬を蓄積していけば、必ず達成できます。努力を惜しまず頑張っていきましょう！ 

13．オフィスアワー 初回の授業でお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ガイダンス 

・子どもの歌に良く使われる４つの調性と、それら

の主要三和音に関する復習 

・ピアノ、弾き歌いの課題提示 

・グループの形成 

・わらべうたの実践 

事前学習 「音楽」で配布された資料を復習しておく。 

事後学習 提示された各々の課題を練習する。 

第２回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（生活のうた）の学習 

・初見視唱（子どものうたの音名唱）と初見演奏 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 初見課題をなるべくたくさんこなす。 

第３回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（生活のうた）の学習 

・初見視唱（子どものうたの音名唱）と初見演奏 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の楽曲を練習する。 

事後学習 授業で学習した楽曲の補強練習をする 

第４回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（生活のうた）の学習 

・初見視唱（子どものうたの音名唱）と初見演奏 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 初見課題をなるべくたくさんこなす。 

第５回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（生活のうた）の学習 

・初見視唱（子どものうたの音名唱）と初見演奏 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 弾き歌いの課題を録音し音源データを提出する。 



 

 

第６回 
第１回目の小テスト―ピアノ演奏 

バイエルから個々の進度に合わせて選曲し発表 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 小テストの振り返りをもとに補強練習を行う。 

第７回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（季節のうた）の学習 

・弾き歌いの伴奏パターンの学習① 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 
当日の授業で弾いた伴奏パターンを五線紙に書い

てみる。 

第８回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（季節のうた）の学習 

・弾き歌いの伴奏パターンの学習② 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 授業で学習した楽曲の補強練習をする 

第９回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（季節のうた）の学習 

・弾き歌いの伴奏パターンの学習③ 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 弾き歌いの課題を録音し音源データを提出する。 

第１０回 
第２回目の小テスト―無伴奏の歌唱とピアノ演奏

(ピアノは両手で)教科書の中から選曲 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 小テストの振り返りをもとに補強練習を行う。 

第１１回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（園で良く取り上げられる

子どものうた）の学習 

・歌唱に関するトレーニング①発声 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 授業で学習した楽曲の補強練習をする 

第１２回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（園で良く取り上げられる

子どものうた）の学習 

・歌唱に関するトレーニング②視線、姿勢 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 鏡を見て歌う練習を行う。 

第１３回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（園で良く取り上げられる

子どものうた）の学習 

・歌唱に関するトレーニング③日本語の扱い 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 鏡を見て歌う練習を行う。 

第１４回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（園で良く取り上げられる

子どものうた）の学習 

・歌唱に関するトレーニング④伴奏とのバランス 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 弾き歌いの課題を録音し音源データを提出する。 

第１５回 

第３回目の小テスト―部分実習を想定した弾き歌い 

自らのレパートリーとして部分実習などで活用でき

ることを想定して選曲し発表を行う。 

※授業評価を実施 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 小テストの振り返りをもとに補強練習を行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2145 

２．授業担当教員 赤塚 太郎 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」「音楽実践演習」「音楽Ⅱ」を履修していること。 

７．講義概要 

「音楽実践演習Ⅱ」では「音楽Ⅱ」で学んだことを実践する力をさらに高めるための演習を行う。リズム

活動で使用される楽曲の演奏や動きに合わせ即興的に演奏する方法を実践的に学ぶ。わらべうたに関する理

解を深め、歌い遊べるわらべうたのレパートリーを増やす。リズム楽器をはじめとする，保育活動で使用さ

れる楽器の正しい奏法、扱いに習熟し、子どもの歌や楽曲を楽器で楽しむ方法を学ぶ。弾き歌いの演奏技術

に関しては継続的に演奏力を磨く。手遊び歌のレパートリーを増やし手遊び歌はわらべうた同様、正しい音

程で歌えるように演習を重ねる。 

８．学習目標 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができ、自身も音楽に合わせリズミカルに動ける。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持つ。楽器遊びや合奏にアレンジできる力をつける。 

３．手遊び歌、わらべうたのレパートリーを増やし、正しく歌い遊ぶことができる。 

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①ピアノ実技と弾き歌い…各々の進度に応じた課題を出すので、授業中に行った課題をよく復習し、次週ま

での課題曲もよく練習する 

②音楽理論…楽典や和声法の練習問題を課します 

③リズム活動でのグループごとの発表に加え、第9回目では手遊び歌・わらべうた、13回目では合奏、14回

目ではピアノ実技、15回目では弾き歌いをみんなの前で発表・演奏します 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書…「音楽Ⅱ」で使用したものを継続使用します。またその他に必要な資料はその都度配布しますが、

初回授業時には「音楽Ⅱ」で使っていた教科書を忘れずに持参してください。 

参考書…ドレミ編集部編『バイエル併用 こどものクラシック・ピアノ 100曲集』ドレミ楽譜出版社、2017。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第 5版』中央法規、2017。 

    二宮紀子『歌って、弾いて、書いてわかる 子どもの歌・ピアノ伴奏のしくみ』音楽之友社、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができ、自身も音楽に合わせリズミカルに動けるか。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持ち、楽器遊びや合奏にアレンジできるか。 

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ リズム活動のためのピアノ演奏と動きの発表        総合点の２０％ 

２ 保育活動で使われる楽器を使った楽器遊びや合奏の発表   総合点の２０％ 

３ 手遊び歌、わらべうたの発表               総合点の２０％ 

４ 弾き歌いの発表                     総合点の２０％ 

５ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）       総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では「音楽Ⅱ」で学んだことを踏まえ、さらなるレヴェルアップを図ります。具体的にはピアノや

弾き歌いのほかに、リズム活動、手遊び歌、わらべうた、楽器遊び、合奏を取り入れ、保育園・幼稚園の現

場での実践を念頭においています。ピアノ演奏や歌唱は「技術の習得」であり、毎日の積み重ねが大切です。

短い時間でも、毎日ピアノにむかう時間を作ってください。この科目が必修科目である意味を自身で考え、

自らが主体的・能動的に探究していくみなさんの姿に期待しています。なお、遅刻や遅延については、累積

回数が多いとそれらを認めない場合もあるので、注意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、シラバス説明、授業概要、経験値

に応じた課題曲選曲、音楽理論の理解度を確認 

事前学習 「音楽Ⅱ」で学んだことを復習する。 

事後学習 
音楽理論の復習プリント及び課題曲を練習

する。 

第２回 

リズム課題① 

ピアノ及び弾き歌い① 

音楽理論の復習①音名・階名・音符・休符 

次回までの課題の説明 

事前学習 ピアノ課題曲に取り組む。 

事後学習 

音名と階名の違いをよく確認する。特に、英

米式音名についてはきちんと理解し、覚える

こと。 

第３回 

リズム課題② 

ピアノ及び弾き歌い② 

音楽理論の復習②音程（音の幅）、三和音の基本形と転

回形 

次回までの課題の説明 

事前学習 ピアノ課題曲を練習する。 

事後学習 
音程や三和音について疑問点がないか、確認

する。 

第４回 

リズム課題③打楽器を用いた音の創作 

音楽理論の復習③長三和音（メジャーコード） 

ピアノ及び弾き歌い③ 

次回までの課題の説明 

事前学習 各自の課題曲に取り組む・ 

事後学習 長三和音（メジャーコード）の構造の復習。 



 

 

第５回 

リズム課題④打楽器を用いた音の創作の発表 

音楽理論の復習④短三和音（マイナーコード） 

ピアノ及び弾き歌い④ 

次回までの課題の説明 

事前学習 発表の準備に備える。 

事後学習 短三和音（マイナーコード）の構造の復習。 

第６回 

リズム活動①手や体の動きをともなう表現と音 

手遊び歌① 

音楽理論の復習⑤コードネーム 

ピアノ及び弾き歌い⑤ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
コードネームについてその仕組み、使い方を

考える。 

事後学習 
手遊び歌の復習、コードネームのプリント、

課題曲に取り組む。 

第７回 

リズム活動②手や体の動きをともなう表現と音の続き 

手遊び歌② 

音楽理論の復習⑥七の和音（セブンスコード）・コード

ネーム 

ピアノ及び弾き歌い⑥ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
七の和音（セブンスコード）についてその仕

組みを考える。 

事後学習 和音・コードネームの総復習、課題曲の練習。 

第８回 

わらべうた 

音楽理論の復習⑦コードネームの総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑦ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考にし、どのようなわらべうた

があるかを調べる。 

事後学習 
コードネームについて疑問点がないか、確認

する。 

第９回 

手遊び歌・わらべうたの発表 

音楽理論の復習⑧コードネームの総復習の続き 

ピアノ及び弾き歌い⑧ 

次回までの課題の説明 

事前学習 発表に備える。 

事後学習 コードネームの復習プリントの記入。 

第１０回 

合奏①合奏の準備 

音楽理論の復習⑨伴奏形の変化 

ピアノ及び弾き歌い⑨ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

保育園・幼稚園で用いられている楽器を調べ

る。合奏を行ううえで、どのような点に注意

するべきかを考える。 

事後学習 
各楽器の取り扱い方法を確認する、合奏のた

めの各パート練習、課題曲を練習する。 

第１１回 

合奏②各パートにわかれて練習し、発表に備える 

ピアノ及び弾き歌い⑩ 

次回までの課題の説明 

事前学習 個人・パート練習の充実。 

事後学習 ピアノ課題曲に取り組む。 

第１２回 

合奏③発表準備・まとめ 

ピアノ及び弾き歌い⑪ 

次回までの課題の説明 

事前学習 パートやグループでの発表準備・まとめ。 

事後学習 課題曲を練習する。 

第１３回 合奏の発表 
事前学習 発表に際し、直前練習を行う。 

事後学習 課題曲に取り組む。 

第１４回 ピアノ実技の発表 
事前学習 ピアノ実技の課題曲を練習する。 

事後学習 発表後のおさらい。弾き歌いの発表の準備。 

第１５回 弾き歌いの発表 
事前学習 弾き歌いの発表に備える。 

事後学習 学期中に学習したことをよく復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2145 

２．授業担当教員 中山 裕一郎 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」（音楽Ⅱ）を履修していること。 

７．講義概要 

「音楽実践演習Ⅱ」では「音楽Ⅱ」で学んだことを実践する力をさらに高めるための演習を行う。リズム

活動で使用される楽曲の演奏や動きに合わせ即興的に演奏する方法を実践的に学ぶ。わらべうたに関する理

解を深め、歌い遊べるわらべうたのレパートリーを増やす。リズム楽器をはじめとする，保育活動で使用さ

れる楽器の正しい奏法、扱いに習熟し、子どもの歌や楽曲を楽器で楽しむ方法を学ぶ。弾き歌いの演奏技術

に関しては継続的に演奏力を磨く。手遊び歌のレパートリーを増やし手遊び歌はわらべうた同様、正しい音

程で歌えるように演習を重ねる。 

８．学習目標 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができ、自身も音楽に合わせリズミカルに動ける。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持つ。楽器遊びや合奏にアレンジできる力をつける。 

３．手遊び歌、わらべうたのレパートリーを増やし、正しく歌い遊ぶことができる。 

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・音楽Ⅱで学んだコード伴奏法に慣れるようにしっかり練習を行うこと。 

・ピアノによる音楽表現力と即興的な演奏表現力を身につけるよう努力すること。 

・苦手意識を克服して、意欲的に取り組むこと。 

・レポート課題を提示するので、しっかり準備すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書：岡村弘、二宮紀子、杉原由利子編著『子どもの歌 厳選 50曲』（共同音楽出版社） 

参考書：『最新・幼児の音楽教育』井口 太編著（朝日出版） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができ、自身も音楽に合わせリズミカルに動けるか。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持ち、楽器遊びや合奏にアレンジできるか。 

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ リズム活動のためのピアノ演奏と動きの発表        総合点の２０％ 

２ 保育活動で使われる楽器を使った楽器遊びや合奏の発表   総合点の２０％ 

３ 手遊び歌、わらべうたの発表               総合点の２０％ 

４ 弾き歌いの発表                     総合点の２０％ 

５ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）       総合点の２０％ 

上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

・音楽Ⅱで学んだことに加えて、さらに実践力をつけるため、積極的な練習を積み重ねる事。 

・この科目は実技を伴うため、欠席は学習の遅れを生じるので、努めて欠席をしないよう注意すること。 

・わらべ歌遊びやリズム活動をするので、動きやすい服装で授業に臨むこと。 

13．オフィスアワー 授業時に連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・オリエンテーション。自己紹介・シラバス確認と説明 

・楽典の理解度調査・音楽学習歴調査・ピアノ奏法進度

調査・音楽Ⅱ履修内容確認・ピアノ進度票配布 

・弾き歌い曲の提示（各自のレベルに沿って） 

・ソルフェージュと楽典の基礎①（長音階と長三和音） 

事前学習 

・シラバスを読み、この科目の授業内容を理解

しておく。 

・テキストを用意しておく。 

・五線ノートを用意しておく。 

・自身の好きな子どもの歌 1 曲を練習しておく。 

事後学習 
・弾き歌い曲の復習。 

・長音階と調三和音をノートに記載する。 

第２回 

・ピアノコードによる伴奏法①（ⅠⅤⅠ）ハ長調 

・弾き歌い曲のレッスン①（子どもの歌） 

・ソルフェージュと楽典の基礎②（長音階と長三和音） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・ピアノコード伴奏を予習する。 

事後学習 
・弾き歌い曲を復習する。 

・ピアノコード伴奏を復習する。 

第３回 

・ピアノコードによる伴奏法②（ⅠⅣⅤⅠ）ハ長調 

・弾き歌い曲のレッスン②（子どもの歌） 

・ソルフェージュと楽典の基礎③（長三和音の連結） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・ピアノコード伴奏を予習する。 

事後学習 
・弾き歌い曲を復習する。 

・ピアノコード伴奏を復習する。 



 

 

第４回 

・ピアノコードによる伴奏法③（ⅠⅣⅤ7Ⅰ）ハ長調 

・弾き歌い曲のレッスン③（子どもの歌） 

・ソルフェージュと楽典の基礎④（短三和音の連続合唱） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・ピアノコード伴奏を復習する。 

事後学習 
・弾き歌い曲を復習する。 

・ピアノコード伴奏を復習する。 

第５回 

・弾き歌い曲のレッスン③（子どもの歌） 

・わらべうたの学習①（となえうた） 

・身体によるリズム表現① 

・ソルフェージュと楽典の基礎⑤ 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・わらべうたを調べる。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・わらべうたを確認する。 

・リズム表現を確認する。 

第６回 

・弾き歌い曲のレッスン⑤（子どもの歌） 

・わらべうたの学習②（あそびうた） 

・身体によるリズム表現② 

・ソルフェージュと楽典の基礎⑥ 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・わらべうたを調べる。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・わらべうたを復習する。 

・リズム表現を確認する。 

第７回 

・弾き歌い曲のレッスン⑥（子どもの歌） 

・子どもの歌の歌唱① 

・リズム表現のためのピアノ奏法①（2 拍子のリズム） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・子どもの歌を予習する。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・子どもの歌を復習する。 

・2 拍子のリズム奏法を復習する。 

第８回 

・弾き歌い曲のレッスン⑦（子どもの歌） 

・子どもの歌の歌唱② 

・リズム表現のためのピアノ奏法②3 拍子のリズム） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・子どもの歌を予習する。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・子どもの歌を復習する。 

・3 拍子のリズム奏法を復習する。 

第９回 

・弾き歌い曲のレッスン⑧（子どもの歌） 

・子どもの歌の歌唱③ 

・リズム表現のためのピアノ奏法③4 拍子のリズム） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・子どもの歌を予習する。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・子どもの歌を復習する。 

・4 拍子のリズム奏法を復習する。 

第１０回 

・弾き歌い曲のレッスン⑨（子どもの歌） 

・簡易楽器の扱い方と合奏① 

・合奏曲のアレンジの仕方① 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・簡易楽器の扱い方を調べておく。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・簡易楽器の扱い方を確認しておく。 

・アレンジの仕方を復習する。 

第１１回 

・弾き歌い曲のレッスン⑩（子どもの歌） 

・簡易楽器の扱い方と合奏② 

・合奏曲のアレンジの仕方② 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・合奏曲の譜読みをしておく。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・合奏曲の譜読みをする。 

・アレンジの仕方を復習する。 

第１２回 

・弾き歌い曲のレッスン⑪（子どもの歌） 

・レポート課題の提示 

・伴奏楽器としてのギターとその奏法 

事前学習 ・弾き歌い曲を予習する。 

事後学習 
・弾き歌い曲を復習する。 

・レポート課題の確認 

第１３回 

・弾き歌い曲のレッスン⑫（子どもの歌） 

・レポート課題提出 

・定期試験曲の提示（子どもの歌弾き歌い） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・レポート課題完成提出 

事後学習 
・弾き歌い曲を復習する。 

・レポと課題評価の確認 

第１４回 ・定期試験曲のレッスン 
事前学習 ・定期試験曲の予習 

事後学習 ・定期試験曲の復習 

第１５回 
・定期試験曲のレッスン 

・レポート返却と説明 

事前学習 ・定期試験曲の予習 

事後学習 ・定期試験曲の復習 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3145 

２．授業担当教員 杉原 由利子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「音楽実践演習Ⅲ」では「音楽Ⅲ」での学びを受け、より実践的な演習を積むことで，幼稚園実習や就職

後の保育活動での実践力，指導力を磨く。具体的には，新しい子どもの歌はリズムも和声も難しいものが多

いので、それらを理解し、指導する力を養う。保育者としての適切な指導を行えるよう、自身の音楽表現力

を磨き、子どもの歌をアレンジし、楽器や身体表現する術を学ぶ。また、歌、楽器、身体表現、言葉などを

含む総合的な活動を企画実践することで、子どもとともに創作的な或いは即興的な音楽活動が行えるように

なる。 

８．学習目標 

１．子どもの歌、子どもの発声についての理解を深め、自ら正しく演奏できる。 

２．子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択ができる。 

３．歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動を企画、実践できる。 

４．弾き歌いなど保育者としての音楽能力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎回個人の進度に応じたピアノ演奏課題を提示します。 

特に、保育者を志望する学生の皆様に対しては、それらの資格に必要なレベルの課題を提示します。  

２．第 6 回、第 10 回、第 15 回目の授業で、“弾き歌い”の小テストを実施致します。 

就職後、各現場において子どもたちの前で演奏することに慣れるため、また課題を着実にこなすという

目的のために実施します。 

３．器楽合奏および簡易楽器の製作などを通し、現場での実践に即した、考える授業づくりのための演習と 

致します。 

４・授業外に弾き歌いの録音データの提出を求めることがあります（授業３回につき１度程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

1年から 3年まで使用してきた楽譜 

他に必要な資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの発声指導に関する知識を身につけ、自らも正しく演奏できるか。 

２．子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択ができるか。 

３．歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動を企画、実践できるか。 

４．弾き歌いなど保育者としての音楽能力を高められたか。  

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択とその演奏発表    総合点の３０％ 

２ 歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動の企画と実践発表   総合点の３０％ 

３ 弾き歌いの発表                            総合点の２０％ 

４ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）              総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、「音楽Ⅲ」での学びを受け、より実践的な演習を行います。保育現場で取り上げられる音楽は

年々多様化しており、ハーモニーやリズムも複雑化する傾向にあります。それらを理論的にも理解した上、

現場に即して応用し柔軟に扱えるように、様々な分野の学習を重ねる必要があります。基礎的な楽器の練習

は勿論のこと、想像力を働かせ自由な発想を盛り込んだ音楽が表現できるように、一緒に頑張りましょう！

弾き歌いはピアノを用いたもの以外に音板打楽器や平易な弦楽器を使用した形態にも挑戦しましょう。履修

者の人数により、シラバスの内容を一部変更する場合があります。 

13．オフィスアワー 最初の授業時間の時に通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ガイダンス/ピアノ習熟度の確認 

・グループの形成・ 

・個々の課題曲の提示 

・音楽理論を総括する資料の配布 

事前学習 
一年次から使用している、子どもの歌曲集の中

から、未習の楽曲を練習する。 

事後学習 
授業での指導の内容を踏まえて提示された課
題の練習を進める。 

第２回 
・ピアノの学習 

・弾き歌いの学習―生活のうた① 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 
授業での指導の内容を踏まえて提示された課

題の練習を進める。 

第３回 
・ピアノの学習 

・弾き歌いの学習―生活のうた② 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 弾き歌いの録音を行い音源データを提出する。 

第４回 

・ピアノの学習 

弾き歌いの学習―季節のうた① 

四季を感じる為の学習。季節にちなむ楽曲に多く触れ 

 個々の楽曲の特色を知る 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 弾き歌い発表演奏に向けて課題曲を練習する。 

第５回 

・ピアノの学習 

・弾き歌いの学習―季節のうた② 

 四季を感じる為の学習。季節にちなむ楽曲に多く触れ 

 個々の楽曲の特色を知る 

事前学習 弾き歌い発表演奏に向け課題曲を練習する。 

事後学習 
授業での指導の内容を踏まえて提示された課
題の練習を進める。 



 

 

第６回 ・第一回小テスト―弾き歌い/課題曲をこなす 
事前学習 弾き歌い発表演奏に向け課題曲を練習する。 

事後学習 小テストでの反省を踏まえ補強の練習を行う。 

第７回 

・弾き歌い―手遊びうた① 

・アンサンブルの実践（音盤打楽器を中心に）① 

 グループで実践的な保育における合奏を行う 

事前学習 前週に予告された課題を練習する。 

事後学習 弾き歌いの録音を行い音源データを提出する。 

第８回 

・弾き歌い―手遊びうた② 

・アンサンブルの実践（音盤打楽器を中心に）② 

 グループで実践的な保育における合奏を行う 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 弾き歌い発表演奏に向けて課題曲を練習する。 

第９回 

・弾き歌い―園で良く取り上げられる子どものうた① 

・アンサンブル演奏を想定したスコアの作成② 

 園での発表会などを想定した合奏を行う際の楽譜を

作る作業に取り組む 

事前学習 弾き歌い発表演奏に向けて課題曲を練習する。 

事後学習 弾き歌いの録音を行い音源データを提出する。 

第１０回 ・第二回小テスト―弾き歌い/課題曲をこなす 
事前学習 弾き歌い発表演奏に向け課題曲を練習する。 

事後学習 小テストでの反省を踏まえ補強の練習を行う。 

第１１回 
・弾き歌い―園で良く取り上げられる子どものうた② 

・音楽を核にした模擬保育① 

事前学習 子どものうたの予習を行う。 

事後学習 実践した内容の振り返りを行う。 

第１２回 
・音楽を核にした模擬保育① 

―簡易楽器の製作を交えて 

事前学習 模擬保育に関するアイディアをまとめる。 

事後学習 弾き歌いの録音を行い音源データを提出する。 

第１３回 

・音楽を核にした模擬保育② 

―絵本や紙芝居の読みきかせ、ペープサートなどの視覚

的ツールを活用した模擬保育を計画し発表する 

事前学習 模擬保育に関するアイディアをまとめる。 

事後学習 実践した内容の振り返りを行う。 

第１４回 

・音楽を核にした模擬保育③ 

―合奏や手遊びといった複数の項目を盛り込んだ模擬

保育を計画し発表する 

事前学習 模擬保育に関するアイディアをまとめる。 

事後学習 弾き歌いの録音を行い音源データを提出する。 

第１５回 ・第三回小テスト―部分実習を想定した弾き歌い 

事前学習 弾き歌い発表演奏に向け課題曲を練習する。 

事後学習 
小テストでの反省を踏まえ、また１５回の振り

返りの上、補強の練習を行う。 

期末試験 

 



 

１．科目名（単位数） 海外福祉事情Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 

SSMP1324 

SCMP1324 

SJMP1324 ２．授業担当教員 水島 正浩 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な福祉とは何かということについて、近年における諸外国の

福祉制度や福祉援助の方法等について学びを深める。また、各自の国の近年の状況などとも関連させ、今後

の課題やあり方についても考察を深める。 

８．学習目標 

１．近年における諸外国の福祉制度について理解し、説明することができる。 

２．近年における諸外国の福祉援助の方法について理解し、説明することができる。 

３．各自の国の近年の状況とも関連させ、今後の課題やあり方についても考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

・学習の理解度をみる課題（まとめ）を授業内で複数回行います。 

（＊その他毎回の授業の進行状況に応じて指示します。） 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

基礎からの社会福祉編集委員会編 『①社会福祉概論』 ミネルヴァ書房。 

【参考書・教材】 

東京福祉大学編 『新・社会福祉要説』 ミネルヴァ書房。 

（＊その他、理解度や進行状況に合わせて、適宜資料を配布します。） 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

・課題（まとめ）を含む個人の課題の内容      60％ 

・グループでの作業・発表を含む積極的参加態度   40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 海外福祉事情は、これから様々な国の福祉を学んでいく上で基礎となる科目です。そのため、授業への出

席、熱意ある参加、グループでのディスカッションや作業、課題作成などへの積極的な取組みを望みます。 

（＊授業内容や順番、課題等は、皆さんの進捗状況・理解度にあわせて適宜変更していきます。） 

13．オフィスアワー 授業時間内に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回    授業の主な内容や進め方について 

事前学習 海外の福祉について、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２回 
北欧の社会福祉について① 
（北欧モデルについて） 

事前学習 教科書の（pp.186）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第３回 
北欧の社会福祉について② 
（スウェーデンの福祉事情について） 

事前学習 
教科書の（pp.191～pp.196）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第４回 
北欧の社会福祉について③ 
（デンマークの福祉事情について） 

事前学習 
教科書の（pp.191～pp.196）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第５回 
北欧の社会福祉について④ 

（ノルウェーの福祉事情について） 

事前学習 
教科書の（pp.196～pp.199）を読み、理解を進めてお

く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第６回 北欧の社会福祉に関する考察：課題① 
事前学習 

これまで学んだことをまとめ、自分の考えを整理し
ておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

第７回 
イギリスの近年の社会福祉について① 
（コミュニティケア改革について） 

事前学習 
教科書の（pp.169～pp.173）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第８回 
イギリスの近年の社会福祉について② 
（社会福祉専門職について） 

事前学習 
教科書の（pp.173～pp.175）を読み、理解を進めてお

く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第９回 
イギリスの近年の社会福祉について③ 
（近年の福祉事情と今後の課題について） 

事前学習 
教科書の（pp.174～pp.175）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１０回   イギリスの近年の社会福祉に関する考察：課題② 
事前学習 

これまで学んだことをまとめ、自分の考えを整理し
ておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 



 

第１１回 
アメリカの近年の社会福祉について① 
（メディケア・メディケイドについて） 

事前学習 教科書の（pp.176～179）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１２回 
アメリカの近年の社会福祉について② 
（ジェネラリスト・モデルについて） 

事前学習 教科書の（pp.179～181）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１３回 

 
アメリカの近年の社会福祉について③ 
（福祉のアイデンティティーについて） 

事前学習 教科書の（pp.181～184）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１４回 

 
アメリカの近年の社会福祉について④ 
（近年の福祉事情と今後の課題について） 

事前学習 教科書の（pp.184～185）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１５回 
アメリカの近年の社会福祉に関する考察：課題
③ 

事前学習 
これまで学んだことをまとめ、自分の考えを整理し

ておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2131 

２．授業担当教員 岡田 高明 

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

を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学、経営学入門の履修後であると理解が深まる。 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

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

４．会計情報を活用した経営改善について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントを課すことはないが、事後学習で指示する巻末の確認問題は解いておくこと。年末年始

休暇中の課題レポートは授業内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

桝岡源一郎編『図解でナットク！会計入門［第２版］』中央経済社、2019年。 

【参考書】 

朴大栄、小澤義昭、山田伊知郎『新版まなびの入門会計学（第 3版）』中央経済社、2018 年 

桜井久勝『会計学入門［第 5版］日経文庫、2018年 

山田真哉著『さおだけ屋はなぜ潰れないのか？』光文社新書、2013年 

北海学園大学経営学部『ナビゲート経営学』同文館、2019年 

平林亮子・高橋知寿『やさしくわかる社会福祉法人の経営と運営』税務経理協会、2018年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、会計学の基礎知識が理解できているか。  

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

３．期末試験を通じて、会計用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．レポート             総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．会計情報は、会社経営の成績表とも言えます。会計情報を読みこなすことは、会社の強みと弱みを把

握し、今後の経営改善に役立てる指標を明らかにして、事業経営を成功に導くための道しるべを作るこ

となのです。 

２．本学における双方向対話型授業の効果を最大限生かすためには、積極的に質問することが大切ですが、

事前に予習を行わなければ双方向対話型授業が成立しませんので、予習をしていることを前提に授業を行

います。予習してもわからないこともあるかと思いますが、分からないのは自分だけ、と思い込まずに、

積極的に質問し、復習することにより、理解を深めて下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

会計はどこで必要とされるの？ 

事前学習 テキスト第一部Ⅰを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第２回 
会社の健康診断書と成績表を知ろう！ 

100円ハンバーガーは儲かるの？ 

事前学習 テキスト第一部Ⅱ、Ⅲを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第３回 
値引きセールをしてもお店は儲かるのか？ 

決算書に間違いはありませんか？ 

事前学習 テキスト第一部Ⅳ、Ⅴを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第４回 
会計と仕事 ～公認会計士・税理士・国税専門官～ 

税金の計算には会計が必要？ 

事前学習 テキスト第一部Ⅵ、Ⅶを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第５回 
会計のグローバル化を知ろう！ 

（課題レポートのテーマを発表（予定）） 

事前学習 テキスト第一部Ⅷを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第６回 会計の目的を理解しよう！ 
事前学習 テキスト第二部Ⅰを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第７回 会計のルールを知ろう！ 
事前学習 テキスト第二部Ⅱを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第８回 
会社の健康診断表を理解しよう！ 

 －貸借対照表① 貸借対照表のルール 

事前学習 
テキスト第二部Ⅲpp.66～77 を読んでくるこ

と 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第９回 
会社の健康診断表を理解しよう！ 

 －貸借対照表② 資産・負債・純資産 

事前学習 
テキスト第二部Ⅲpp.78～94 を読んでくるこ

と 

事後学習 テキストの確認問題を解く 



 

 

第１０回 
会社の成績表を理解しよう！ 

 －損益計算書① いろいろな種類の成績 

事前学習 
テキスト第二部Ⅳpp.96～113 を読んでくる

こと 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第１１回 

会社の成績表を理解しよう！ 

 －損益計算書② 損益計算書のルール 

（課題レポートの提出〆切（予定）） 

事前学習 
テキスト第二部Ⅳpp.114～126 を読んでくる

こと 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第１２回 会計情報を分析してみよう！ 
事前学習 テキスト第二部Ⅴを読んでくること 

事後学習 テキストの確認問題を解く 

第１３回 会計が果たす役割とは何か？<ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ> 

事前学習 テキストを通読し、授業内容を確認する 

事後学習 
グループディスカッションでの議論を踏ま

えて、会計が果たす役割を整理する 

第１４回 管理会計は、会計情報で経営者を支援するもの 

事前学習 
参考書として提示した『ナビゲート経営学』

等の参考文献を図書館等で閲覧しておく。 

事後学習 
授業での議論を踏まえて、管理会計情報を経

営判断に活用する方法を整理する 

第１５回 社会福祉法人の経理業務について 

事前学習 

参考書として提示した『やさしくわかる社会

福祉法人の経営と運営』等の参考文献を図書

館等で閲覧しておく。 

事後学習 

一般企業の会計と非営利の社会福祉法人の

会計の違いを理解し、施設長等になった際に

備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2131 

２．授業担当教員 相馬 一天 

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

を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「簿記」履修後の受講が望ましい。 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

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

４．会計情報を活用した経営改善について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポートは授業内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】桝岡源一郎編著『図解でナットク！会計入門』中央経済社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、会計学の基礎知識が理解できているか。  

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

３．期末試験を通じて、会計用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．レポート             総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．会計情報は、会社経営の成績表とも言えます。会計情報から会社の課題を把握し、経営分析により経営

改善に役立てることができます。経営者になったつもりで取り組んでみて下さい。 

２．本学における双方向対話型授業の効果を最大限生かすためには、積極的に質問することが大切です。そ

のためには、事前に予習するようにしてください。なかには、予習してもわからない部分もあるかと思い

ます。その場合、授業中に質問するようにして下さい。 

13．オフィスアワー 第 1回講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：会計とは何か 

事前学習 
事前に会計とは何かインターネットで調べておく

こと。 

事後学習 授業で学んだことをまとめる。 

第２回 会計による報告と管理 

事前学習 テキスト 3～14頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第３回 売上総利益：原価と利益 

事前学習 テキスト 15～26頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第４回 会計に関わる仕事とは 

事前学習 テキスト 27～40頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第５回 会計のグローバル化 

事前学習 テキスト 41～47頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第６回 会計の目的 

事前学習 テキスト 49～58頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第７回 会計制度 

事前学習 テキスト 59～64頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第８回 貸借対照表のルール 

事前学習 テキスト第 65～74頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 



 

 

第９回 貸借対照表の資産 

事前学習 テキスト 75～81頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１０回 貸借対照表の負債 

事前学習 テキスト 82～90頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１１回 貸借対照表の純資産と損益計算書 

事前学習 テキスト 91～101頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１２回 原価率と利益 

事前学習 テキスト 102～109頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１３回 営業外損益、特別損益、貸倒引当金 

事前学習 テキスト 110～117頁を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１４回 損益計算書のルール 

事前学習 テキスト 118～126を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１５回 経営分析およびまとめ 

事前学習 テキスト 127～141を読んでくること。 

事後学習 これまで授業で学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2131 

２．授業担当教員 長谷川 記央 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

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

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

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

４．会計情報を活用した経営改善について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントを課すことはない。課題レポートについては、講義内で課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

大塚宗春・福島隆・金子良太・菅野浩勢『テキスト入門会計学』（第 5版）中央経済社、2019。 

【参考書】 

広瀬義州著『財務会計』（第 13版）中央経済社、2015。 

斎藤静樹著『討議資料・概念フレームワーク』（第 2版）中央経済社、2017。 

山本史枝著『例解 新収益認識基準の会計・税務』清文社、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、会計学の基礎知識が理解できているか。  

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

３．期末試験を通じて、会計用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．レポート             総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１． 本学は留学生が多く在籍することから、ＡＳＢＪ・ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣを取り上げることで、留学生が 

母国に帰国した際に、より利用しやすい知識の習得を目指す。 

  また、近年、我が国においてもＩＡＳＣとのコンバージェンスが取り上げられ、会計基準の国際的な統 

一化が話題にあげられている。日本国籍の学生については、複数の会計基準にふれることにより、現代 

の会計の性質・問題などを考えられる知識を身に着けることを目標にする。 

２．グループ学習を中心とした講義を展開するため、生徒の積極的な参加がもとめられる。 

３．財務諸表の読み方などは、適時、講義内で紹介をし、復習を重ねることで、財務諸表を読めるようにす 

る。 

４．本講義は、会計学を体系的かつ理論的に習得するため、会計の基礎概念に重きをおき、授業の展開を図 

る。特に収益認識については、会計学における主要な論点であるため重きを置き、当該論点にふれるこ 

とにより、会計学の思考を見つけることを目標とする。 

５．期末試験が成績評価の半数以上を占めるため、毎講義で指導する特に重要な用語の定義、内容などにつ 

いては、必ず復習をし、期末試験に努めること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 
事前学習 教科書を準備すること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第２回 

講義：財務諸表総論 

グループ学習：貨幣的測定とは、どのようなことかを考え

る。 

事前学習 財務諸表の目的を確認しておくこと。 

事後学習 財務諸表の特徴について考えること。 

第３回 

講義：わが国の企業会計制度 

グループ学習：一般に認められた会計原則とは、どのよう

なものか。 

事前学習 財務諸表の特徴について復習すること。 

事後学習 
会計と法律の関係について、簡潔にまとめる

こと。 

第４回 
講義：貸借対照表（1）資産 

グループ学習：有価証券の評価基準をまとめる。 

事前学習 
有価証券には、どのようなものがあるか、簡

潔にまとめること。 

事後学習 
有価証券の評価基準について、まとめるこ

と。 

第５回 
講義：貸借対照表（2）負債 

グループ学習：引当金とは、どのようなものかをまとめる。 

事前学習 負債の定義を予習すること。 

事後学習 引当金について、簡潔にまとめること。 

第６回 
講義：貸借対照表（3）純資産 

グループ学習：株主資本についてまとめること。 

事前学習 資本の定義について調べておくこと。 

事後学習 株主資本についてまとめること。 



 

 

第７回 

講義：損益計算書（1） 

グループ学習：収益認識に関する会計基準について、簡潔

にまとめること。 

事前学習 
損益計算書の作成方法について、復習してお

くこと。 

事後学習 実現概念についてまとめること。 

第８回 

講義：損益計算書（2） 

グループ学習：損益計算書の区分表示について、簡潔にま

とめること。 

事前学習 収益認識について、復習すること。 

事後学習 損益計算書の見方をまとめること。 

第９回 

講義：キャッシュ・フロー計算書 

グループ学習：フリー・キャッシュ・フローについてまと

めること。 

事前学習 
キャッシュ・フロー計算書の雛形を確認して

おくこと。 

事後学習 
キャッシュ・フロー計算書の表示について復

習すること。 

第１０回 

講義：企業集団の会計 

グループ学習：連結財務諸表の役割についてまとめるこ

と。 

事前学習 連結財務諸表の雛形を確認すること。 

事後学習 連結財務諸表についてまとめること。 

第１１回 
講義：税効果会計 

グループ学習：繰延税金資産の回収可能性 

事前学習 税務会計について簡潔に調べること。 

事後学習 
財務会計と税務会計の乖離について、簡単に

まとめること。 

第１２回 
講義：税務諸表分析 

グループ学習：収益性分析についてまとめること。 

事前学習 損益計算書の見方を予習しておくこと。 

事後学習 
どのような指標があるのか、簡潔にまとめて

おくこと。 

第１３回 
講義：ＡＳＢＪ・ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣ 

グループ学習：ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣの概要 

事前学習 第 12回までの講義を振り返ること。 

事後学習 ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣの概要をまとめること。 

第１４回 
講義：ＡＳＢＪ・ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣ 

グループ学習：コンバージェンスの弊害 

事前学習 
ＦＡＳＢ・ＩＡＳＣの基本的な考え方を調べ

ること。 

事後学習 
コンバージェンスを行うことの長所と短所

をまとめること。 

第１５回 今までの授業の総括 
事前学習 

会計学の基本的事項について、復習をしてお

くこと。 

事後学習 会計用語の整理などを行っておくこと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1351 

２．授業担当教員 相馬 一天 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「簿記」の履修後が望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

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

ことなく、会計的思考法を会得してもらいたい。 

８．学習目標 

１．会計に興味を持つことができる。 

２．会計的思考法を理解できるようになる。 

３．数字を根拠に経営を考えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内で課題レポート等を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
朴大栄、小澤義昭、山田伊知郎『新版まなびの入門会計学（第 3版）』中央経済社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．会計的思考法で考えることができるか。 

２．会計上、問題となることが何か、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．会計情報は、会社経営の成績表とも言えます。会計情報から会社の課題を把握し、経営分析により経営

改善に役立てることができます。経営者になったつもりで取り組んでみて下さい。 

２．本学における双方向対話型授業の効果を最大限生かすためには、積極的に質問することが大切です。そ

のためには、事前に予習するようにしてください。なかには、予習してもわからない部分もあるかと思いま

す。その場合、授業中に質問するようにして下さい。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業で通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：会計とは何か。授業の進め方。 

事前学習 会計とは何かインターネットで調べておく。 

事後学習 
授業で学んだことをまとめておく。授業の進

め方を確認する。 

第２回 会計の機能 

事前学習 テキスト 1－16 頁を読む。 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第３回 株式会社の利害関係者と財務諸表 

事前学習 テキスト 17－32 頁を読んでくる。 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第４回 取引の記録 

事前学習 テキスト 33－48 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第５回 財務諸表の構成 

事前学習 テキスト 49－56 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第６回 流動資産 

事前学習 テキスト 57－67 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

  



 

 

第７回 固定資産 

事前学習 テキスト 69－79 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第８回 純資産と負債 

事前学習 テキスト 81－94 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第９回 収益と費用 

事前学習 テキスト 95－108 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１０回 キャッシュフロー 

事前学習 テキスト 109－124 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１１回 財務諸表の経営分析 

事前学習 テキスト 125－135 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１２回 収益性分析 

事前学習 テキスト 137－150 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１３回 原価構造 

事前学習 テキスト 151－168 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１４回 予算管理と戦略 

事前学習 テキスト 169－188 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

第１５回 会計に関わる職業 

事前学習 テキスト 189－201 頁を読んでくる 

事後学習 
練習問題を行い、授業で学んだことをまとめ

ておく。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 介護概論 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2309 

SSMP2109 

SCMP2309 

PSMP2409 
２．授業担当教員 鄭 春姫 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講座は、高齢者福祉論との関連において、介護が必要な高齢者に対する支援を中心に進めていく。 

高齢者の特性と生活について理解を深めたうえで、生活支援の在り方を考え、介護の実践では、自立への

支援、尊厳ある介護の理解を学習し、介護実践の基本を理解できるように授業を進めていく。特に根拠を持

った介護実践が行えるように、介護過程と介護実技を学習して理解を深めていく。また、今後増加する認知

症高齢者や精神的支援が必要な高齢者の介護についても授業を行なう。 

８．学習目標 

介護概論が終了した時点で、下記について目標達成することが期待される。 

１．高齢者の特性からくる生活障害や、介護が必要となる状況を理解でき、快適な生活環境を考えることが

できる。 

２．高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護需要について理解し、介護の今日的課題つい

て考えることができる。 

３．高齢者を支援する専門職の役割の理解と専門職間の連携の在り方を考えることができる。 

４．介護の概念、理念と対象について理解でき、社会福祉士など専門職としての役割と結び付けることがで

きる。 

５．介護は介護過程に基づいて行われることを理解し、専門性について考えることができる。 

６．認知症及び精神的支援が必要な高齢者に対する介護について理解ができ、その応用力を身につけること

ができる。 

７．終末期の介護を理解し、終末期における尊厳の保持（人間観や倫理）について考えることができる 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

受講生の人数などの状況に応じて、講義内容・形態を変更することもある。 

授業で整理した内容を、授業開始前・終了後に課題を提出する場合もある。 

第6回の授業で専門職の理解については、指定の用紙を使い記録を行い、提出する。 

第7回～第8回の介護保険制度の改正点などを含め、整理し、提出する 

第10～13回のグループワークでは、毎回、進行係と書記を決めてメンバー皆が参加し意見や考えが発表でき

るようにする。指定の用紙に必要事項を書いてグループレポートを作成する。授業の最後に提出する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

第 1回目の授業で提示するので、説明を聞いてから購入する 

『新・社会福祉士養成講座 13 高齢者に対する支援と介護保険制度－高齢者福祉論』中央法規出版 

【参考書】 

授業で適時配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 介護福祉士を取り巻く状況を理解でき、役割と機能を支えるしくみが理解できたか。 

2. 尊厳を支える介護、自立に向けた介護が理解できたか。 

3. 介護を必要とする人が理解できたか。 

4. 介護サービスが理解でき、介護実践における連携やチ－ムアプローチの心構えについて理解できたか。 

5. 介護従事者の倫理の重要性や介護における安全の確保とリスクマネジメントが理解できたか。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度を総合的に評価する] 

1.授業ノート提出・評価 40％ 

2.レポート    40％ 

3.授業態度 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業中のマナー、ルールは守ること 

【出欠席について】 

・やむを得ず、遅刻、早退、欠席する場合は、その理由を申し出ること。何もない場合は減点対象とする。 

・下記【マナー、ルールについて】を守れない場合は、必ず欠席とする。 

【マナー、ルールについて】 

・授業中、私語はしない。 

・携帯電話などは電源を切るかマナーモードにする。また、机の上に置かない。かばん等に必ずしまってお

く。 

・授業中に携帯電話の作動はしないこと。守れない場合には、退出してもらう。 

・居眠りはしない。 

・他学生の学習の妨げになるようなことはしない。 

・明らかに授業態度が不適切と判断された際は、厳格な指導を行うが、指導後も授業態度の改善が見られな

い場合は、たとえ皆出席であってもＦ評価になる。 

13．オフィスアワー 時間割決定後。 

  



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

「介護概論」のねらいと単元の解説  

テーマ「社会福祉と介護」 

介護の概念及び専門性を支える理念、介護の対象者について

理解する。社会福祉士が介護を学ぶ必要性について理解する。  

事前学習 シラバスを読み授業内容を理解する。 

事後学習 
介護の概念理念を理解し、社会福祉士が

介護を学ぶ必要性について整理する。  

第２回 

テーマ｢少子高齢社会と高齢者｣ 

超高齢社会における介護の方向性を家族構成や就労、収入、

医療の側面から考え、高齢者を取り巻く諸問題について理解

する。 

事前学習 少子高齢社会と高齢者について考える。 

事後学習 
高齢者を取り巻く諸問題について整理す

る。 

第３回 

テーマ「高齢者の特性Ⅰ」 

高齢期における生活の変化、家族、社会参加、生きがいなど

を考え、高齢者の生活に、どのような影響を及ぼすのかまた、

どのように適応するのか高齢者の社会的理解を深める。 

事前学習 
高齢者の生活、家族、社会参加、生きが

いなどを考える。 

事後学習 高齢者の特性について整理する。 

第４回 

テーマ「高齢者の特性Ⅱ」 

加齢に伴う身体機能、精神機能の変化から生じる疾病や生活

障害を理解し、対応を考える。 

事前学習 
高齢者の身体的、精神的特性について考

える。 

事後学習 
高齢者の身体的、精神的特性について整

理する。 

第５回 

テーマ「自立に向けた介護・尊厳を支える介護」高齢者の自

立した日常生活とは何かを考え、高齢者介護のキーワードも

ある尊厳を支える介護について考える。 

事前学習 自立とは、尊厳とは、について調べる。 

事後学習 
自立に向けた介護、尊厳をささえる介護

について整理する。 

第６回 

テーマ｢高齢者を支援する専門職の役割と連携について｣ 

介護を必要としている高齢者を支援する専門職の役割を理解

すると共に、連携の方法について理解する。 

事前学習 
高齢者を支援する専門職の役割と実際に

ついて考える。 

事後学習 専門職の役割、連携について整理する。 

第７回 
テーマ 「介護保険について」① 

介護保険制度の基本的知識について理解を深める。 

事前学習 介護保険制度について調べる。 

事後学習 
介護保険制度の改正点などを含め、理解

を深める。 

第８回 
テーマ 「介護保険について」② 

介護保険制度の基本的知識について理解を深める。 

事前学習 
介護保険制度の改正点などを含め、整理

する。 

事後学習 介護保険制度についてまとめる。 

第９回 

テーマ「介護過程」 

ＩＣＦについて理解すると共に、介護実践を行う上で、最も

大切である介護過程の意義と具体的な内容について理解す

る。 

事前学習 ICFについて調べておく。 

事後学習 
ICF の分類による介護過程の展開を整理

する。 

第１０回 

テーマ「日常生活動作における介護の実践」① 

身だしなみの介護の方法を実践して理解する。（グループワー

ク） 

事前学習 
日常生活における身だしなみについて考

える。 

事後学習 レポートの作成 

第１１回 

テーマ「日常生活動作における介護の実践」② 

起居動作、移動等の介護の方法を実践して理解する。（グルー

プワーク） 

事前学習 
日常生活における移動、移乗について考

える。 

事後学習 レポートの作成 

第１２回 

テーマ「日常生活動作における介護の実践」③ 

食事、口腔ケアの介護の方法を実践して理解する。（グループ

ワーク）  

事前学習 
日常生活における食事、口腔ケアについ

て考える。 

事後学習 レポートの作成 

第１３回 
テーマ「日常生活動作における介護の実践」④ 

排泄の介護を理解する。（グループワーク） 

事前学習 日常生活における排泄について考える。 

事後学習 レポートの作成 

第１４回 

テーマ「認知症高齢者に対する介護の実践」 

認知症について理解すると共に、実践的な介護の考え方や方

法について理解する。 

事前学習 認知症について調べておく。 

事後学習 
実践的な介護の考え方や方法について整

理する。 

第１５回 
テーマ「終末期ケア」終末期における高齢者や家族について

理解すると共に、その支援の実践的な方法を理解する。 

事前学習 終末期について考える。 

事後学習 
終末期における高齢者や家族について、

支援の実践的な方法を整理する。 

期末試験 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教員　　特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　高齢者福祉施設において、介護職の実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位

数） 
外国語（2単位） 

３．科目番号 
SJEL1411 

EDEL2322 
２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

2020年度に新学習指導要領が全面実施となるのに伴い、小学校では外国語活動（中学年）と外国語（高学年）

が新たに加わることとなる。本講義では、小学校における外国語活動・外国語科の授業実践に必要な実践的

な英語運用力と英語に関する背景的な知識を身に付けることを目標とする。場面に応じた教室英語の使用を

始めとした、授業を実践する上で必要な英語力（聞く・話す・読む・書く）とそれを支える背景知識（英語の

音声、語彙、文構造や異文化理解）を培っていく。また、授業実践に必要な４技能は、関連した背景知識（音

声、文字等）が授業内で扱われる際に実践の機会を併せて設けることで養っていくようにする。 

８．学習目標 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができる。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な

背景的な知識を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て丁寧に予習と復習を行うこと。 

レポート課題： 

1．「第二言語習得理論」の英語教育への応用に関するレポート 

2．「小学校英語教育」に関するレポート                    

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

小川隆夫・東仁美『小学校英語はじめる教科書 外国語科・外国語活動指導者養成のために－コア・カリキ
ュラムに沿って－』mpi松香フォニックス。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができたか。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な
背景的な知識を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

多くの知識・技能を習得してください。 

・ 外国語活動・外国語科の授業を行う上で必要な実践的な英語力を身に付けるための活動を行うので、積極

的に授業に臨んでください。  

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。           

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、 
Unit 1 小学校英語教育の変遷 

事前学習 教科書 Unit 1を読み、小学校英語の変遷を把握する。 

事後学習 
小学校英語の変遷について再度教科書の該当部分を熟
読する。 

第２回 Unit 2 英語の音声 

事前学習 
教科書 Unit 2を読み、英語の音声に関する基本的な事

柄を把握する。 

事後学習 
英語の音声に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第３回 Unit 3 発音と綴りの関係 

事前学習 
教科書 Unit 3を読み、発音と綴りに関する基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
発音と綴りに関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第４回 Unit 4 英語の文構造・文法 

事前学習 
教科書 Unit 4を読み、英語の文構造・文法に関する基

本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語の文構造・文法に関する事柄について再度教科書

の該当部分を熟読する。 

第５回 Unit 5 英語の語彙 

事前学習 
教科書 Unit 5を読み、英語の語彙に関する基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
英語の語彙に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 



 

 

第６回 Unit 6 第二言語習得に関する基本的な知識 

事前学習 
教科書 Unit 6を読み、第二言語習得に関する基本的な

知識ついて把握する。 

事後学習 
第二言語習得に関する基本的な知識について再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第７回 Unit 7 児童文学（絵本） 

事前学習 
教科書 Unit 7を読み、児童文学（絵本）の基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
児童文学の絵本について再度教科書の該当部分を熟読

する。 

第８回 Unit 8 児童文学（子ども向けの歌や詩） 

事前学習 
教科書 Unit 8を読み、子ども向けの歌や詩に関する基

本的な事柄について把握する。 

事後学習 
子ども向けの歌や詩に関する事柄について再度教科書

の該当部分を熟読する。 

第９回 Unit 9 異文化理解 

事前学習 
教科書 Unit 9を読み、異文化理解に関する基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
異文化理解に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第１０回 Unit 11 英語コミュニケーション（聞くこと） 

事前学習 
教科書 Unit 11 を読み、英語コミュニケーションの聞

くことについて基本的な事柄を把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの聞くことについて再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第１１回 Unit 12 英語コミュニケーション（読むこと） 

事前学習 
教科書 Unit 12 を読み、英語コミュニケーションの読

むことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの読むことについて再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第１２回 Unit 13 英語コミュニケーション（話すこと） 

事前学習 
教科書 Uni13を読み、英語コミュニケーションの話す
ことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの話すことについて再度教科
書の該当部分を熟読する。 

第１３回 
Unit 10 英語の書き方、 
Unit 14 英語コミュニケーション（書くこと） 

事前学習 
教科書 Unit10と 14を読み、英語コミュニケーション
の書くことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの書くことについて再度教科
書の該当部分を熟読する。 

第１４回 
Unit 15 英語コミュニケーション（領域統合
型の言語活動） 

事前学習 
教科書 Unit 15 を読み、英語コミュニケーション（領
域統合型の言語活動）に関する基本的な事柄について
把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーション（領域統合型の言語活動）につ
いて再度教科書の該当部分を熟読する。 

第１５回 Unit 1 ～15の重点総復習 

事前学習 
既習事項について整理しておき、疑問点があれば質問
を準備しておく。 

事後学習 既習事項を総復習して、試験に備える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 外国語活動の指導法 （2単位） 

３．科目番号 EDEL2321 

２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、ペア・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

て、外国語活動への理解を深め、教育現場への応用を考えていく。 

８．学習目標 

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

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

業を通して、教育実践力を高めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート課題：  

個人－①ワークシート ②模擬授業評価シート ③授業振り返りシート15回分 

グループ－指導案 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『新編 小学校英語教育法入門』樋口忠彦他  研究社 2017年。 

【参考書】 

①『小学校学習指導要領解説 外国語活動編』文部科学省 2017年。 

②『小学校英語の指導法－理論と実践』アレン玉井光江、大修館 2010年。 

③『Bright and Early:Classroom English for Teachers of Children』Junko Matsuzaki Carrera. 南雲堂  

2009年． 

④『グローバル時代の英語教育－新しい英語科指導法』岡秀夫他、成美堂 2011年。 

【参考資料】 

必要に応じ、ワークシート、補助教材、パワーポイント用印刷資料を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 外国語活動の目標と内容について理解を深めることができたか。 

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

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

いて理解を深めることができたか。 

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

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

多くの知識・技能を習得してください。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

 小学校外国語活動の目標と特徴 

事前学習 
教科書（pp.2~10）及び（pp.216~220）を読

み、外国語活動の目標と内容を把握する。 

事後学習 
外国語活動の目標と特徴をワークシートに

記入する。 

第２回 

I. 理論編：外国語活動のための指導法 

①Communicative Language Teaching（CLT） 

②The Natural Approach 

事前学習 
教科書の 9章（pp.123~126）を読み、指導法

①，②について理解する。 

事後学習 
指導法①、②の特徴及び指導上の留意点をワ

ークシートに記入する。 

第３回 

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

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

心教授法） 

事前学習 
教科書の 2章(pp.126~130)を読み、指導法③，

④について理解する。 

事後学習 
指導法③，④の特徴及び指導上の留意点をワ

ークシートに記入する。 

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

事前学習 
教科書 2章（pp.130~131）を読み、指導法⑤

について理解する。 

事後学習 
指導法⑤の特徴及び指導上の留意点をワー

クシートに記入する。 

第５回 ⑥英語の発音指導 

事前学習 
ワークシートに提示された英単語を発音し、

児童への発音指導について考察する。 

事後学習 
児童への発音指導に役立つ指導方法をワー

クシートに記入する。 



 

 

第６回 
⑦英単語の増やし方の指導 

―スパイダーグラムを活用してー 

事前学習 
児童にとって必要な英単語のリストを作成

する。 

事後学習 スパイダーグラムを描く。 

第７回 

II.実践編：外国語活動体験を通して学ぶ指導技術 

①教師の役割と児童の役割 

②活動形態とクラスの雰囲気づくりの工夫 

事前学習 
指導案１（資料１）を読み、全体の流れ、指

導上の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記①、②の観点から学んだ事をワークシー

トに記入する。 

第８回 
③教材教具選定の視点 

１．言語や文化について体験的に理解を深める。 

事前学習 
指導案２(資料２) を読み、全体の流れ、指導

上の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第９回 

③教材教具選定の視点 

２．積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度

の育成 

３．音声や基本的な表現に慣れ親しませる。 

事前学習 
指導案３（資料３）を読み、全体の流れ、指

導上の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第１０回 ④教材・教具・機器の活用法と評価 

事前学習 
指導案４（資料４）を読み、全体の流れ、指

導上の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第１１回 
III. 模擬授業に向けて 

①指導案の作成（Group Work） 

事前学習 指導案の原案の完成。 

事後学習 指導案の修正。 

第１２回 ②模擬授業のリハーサル（Group Work） 
事前学習 授業担当部分の事前準備。 

事後学習 指導案とワークシートの最終点検。 

第１３回 ③模擬授業（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認と自宅で

リハーサルを行う。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入する。 

第１４回 ④模擬授業の評価・クラスディスカッション・総評 
事前学習 模擬授業評価シートのポイントを確認する。 

事後学習 模擬授業評価シートの提出。 

第１５回 
外国語活動の指導法に関するまとめ  

・授業評価票の記入 

事前学習 
14回分の授業振り返りシートを見直し、最重

要項目をまとめ、記録する。 

事後学習 授業振り返りシートの提出。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 外国語活動の指導法 （2単位） 

３．科目番号 SJMP2301 

２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、ペア・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

て、外国語活動への理解を深め、教育現場への応用を考えていく。 

８．学習目標 

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

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

業を通して、教育実践力を高めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート課題：  

個人－①ワークシート ②模擬授業評価シート ③授業振り返りシート15回分 

グループ－指導案 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『新編 小学校英語教育法入門』樋口忠彦他  研究社 2017年。 

文部科学省『Let's Try! 1』『Let's Try! 2』東京書籍 

【参考書】 

①『小学校学習指導要領解説 外国語活動編』文部科学省 2017年。 

②『小学校英語の指導法－理論と実践』アレン玉井光江、大修館 2010年。 

③『Bright and Early:Classroom English for Teachers of Children』Junko Matsuzaki Carrera. 南雲堂  

2009年。 

④『グローバル時代の英語教育－新しい英語科指導法』岡秀夫他、成美堂 2011年。 

【参考資料】 

必要に応じ、ワークシート、補助教材、パワーポイント用印刷資料を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 外国語活動の目標と内容について理解を深めることができたか。 

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

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

いて理解を深めることができたか。 

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

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

多くの知識・技能を習得してください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。                              

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

 小学校外国語活動の目標と特徴、授業観察 

事前学習 
教科書（pp.2~10）及び（pp.216~220）を読み、

外国語活動の目標と内容を把握する。 

事後学習 
外国語活動の目標と特徴をワークシートに記入

する。 

第２回 

I. 理論編：外国語活動のための指導法 

①Communicative Language Teaching（CLT） 

②The Natural Approach 

事前学習 
教科書の 9章（pp.123~126）を読み、指導法①，

②について理解する。 

事後学習 
指導法①、②の特徴及び指導上の留意点をワーク

シートに記入する。 

第３回 

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

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

心教授法） 

事前学習 
教科書の 2章(pp.126~130)を読み、指導法③，④

について理解する。 

事後学習 
指導法③，④の特徴及び指導上の留意点をワーク

シートに記入する。 

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

事前学習 
教科書 2 章（pp.130~131）を読み、指導法⑤に

ついて理解する。 

事後学習 
指導法⑤の特徴及び指導上の留意点をワークシ

ートに記入する。 



 

 

第５回 ⑥英語の発音指導 

事前学習 
ワークシートに提示された英単語を発音し、児童

への発音指導について考察する。 

事後学習 
児童への発音指導に役立つ指導方法をワークシ

ートに記入する。 

第６回 
⑦英単語の増やし方の指導 

―スパイダーグラムを活用してー 

事前学習 児童にとって必要な英単語のリストを作成する。 

事後学習 スパイダーグラムを描く。 

第７回 

II.実践編：外国語活動体験を通して学ぶ指導技術 

①教師の役割と児童の役割 

②活動形態とクラスの雰囲気づくりの工夫 

事前学習 
指導案１（資料１）を読み、全体の流れ、指導上

の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記①、②の観点から学んだ事をワークシートに

記入する。 

第８回 
③教材教具選定の視点 

１．言語や文化について体験的に理解を深める。 

事前学習 
指導案２(資料２) を読み、全体の流れ、指導上

の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに記入

する。 

第９回 

③教材教具選定の視点 

２．積極的にコミュニケーションを図ろうとする態

度の育成 

３．音声や基本的な表現に慣れ親しませる。 

事前学習 
指導案３（資料３）を読み、全体の流れ、指導上

の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに記入

する。 

第１０回 ④教材・教具・機器の活用法と評価 

事前学習 
指導案４（資料４）を読み、全体の流れ、指導上

の工夫をハイライトする。 

事後学習 
左記の視点から学んだ事をワークシートに記入

する。 

第１１回 
III. 模擬授業に向けて 

①指導案の作成（Group Work） 

事前学習 指導案の原案の完成。 

事後学習 指導案の修正。 

第１２回 ②模擬授業のリハーサル（Group Work） 

事前学習 授業担当部分の事前準備。 

事後学習 指導案とワークシートの最終点検。 

第１３回 ③模擬授業（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認と自宅でリハ

ーサルを行う。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い点と

課題と対策を記入する。 

第１４回 
④模擬授業の評価・クラスディスカッション・総評、

振り返り・授業改善 

事前学習 模擬授業評価シートのポイントを確認する。 

事後学習 模擬授業評価シートの提出。 

第１５回 
外国語活動の指導法に関するまとめ  

・授業評価票の記入 

事前学習 
14 回分の授業振り返りシートを見直し、最重要

項目をまとめ、記録する。 

事後学習 授業振り返りシートの提出。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 外国語の指導法（2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3646 

EDEL2323 
２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動  ５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

日本の英語教育が再び大きく変わる。2020年全面実施となる学習指導要領に従い、小学校においては中学年
で「外国語活動」が前倒しとなり、高学年では「外国語」が教科化されることとなる。そこで本講義では、
外国語活動・外国語の学習、指導、評価に関する基本的な知識や指導技術を身に付けることを目標とする。

児童期の第二言語習得理論を始めとする外国語教育に必要な理論を扱った後に、グループで模擬授業を体験
することを通して、外国語の指導への理解を深め、教育現場への実践へと繋げていく。 

８．学習目標 

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

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができる。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができる。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート課題：  

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

樋口忠彦（代表）『新編 小学校英語教育法入門』研究社。 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

【参考書】 

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

【参考資料】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができたか。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができたか。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度、模擬授業を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

多くの知識・技能を習得してください。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
 小学校外国語活動・外国語の目標と特徴 

事前学習 

小学校学習指導要領外国語活動・外国語編

（文部科学省, 2017）を読み、外国語活動・

外国語の目標と特徴を把握する。 

事後学習 

外国語活動・外国語の目標と特徴について再

度学習指導要領の該当部分を熟読し復習す

る。 

第２回 
英語教育における小・中・高等学校の連携と小学校の役
割 

事前学習 

教科書第 1 章を読み、小・中・高等学校で一

貫した英語教育の目標と小学校の役割につ

いて把握する。 

事後学習 

小・中・高等学校で一貫した英語教育の目標

と小学校の役割について再度教科書の該当

部分を熟読し復習する。 

第３回 指導者の役割（児童や学校の多様性への対応） 

事前学習 

教科書第 3 章を読み、児童や学校の多様性へ

の対応を含む指導者の役割について把握す

る。 

事後学習 
指導者の役割について再度教科書の該当部

分を熟読し復習する。 

第４回 主教材の趣旨、構成、特徴 

事前学習 
教科書 4 章を読み、主教材の趣旨、構成、特

徴について把握する。 

事後学習 
主教材の趣旨、構成、特徴について再度教科

書の該当部分を熟読し復習する。 



 

 

第５回 児童期の第二言語習得１（受信と発信） 

事前学習 

教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得

において受信から発信へと進むプロセスに

ついて把握する。 

事後学習 
受信から発信へと進むプロセスについて再

度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第６回 児童期の第二言語習得２（音声と文字） 

事前学習 

教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得

において音声から文字へと進むプロセスに

ついて把握する。 

事後学習 
音声から文字へと進むプロセスについて再

度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第７回 指導技術１（英語での語りかけと発話の引き出し方） 

事前学習 

教科書第 6 章と第 9 章を読み、英語を介した

児童とのコミュニケーションの仕方につい

て把握する。 

事後学習 

英語を介した児童とのコミュニケーション

の仕方について再度教科書の該当部分を熟

読し復習する。 

第８回 指導技術２（文字言語への導き方） 

事前学習 
教科書第 6 章と第 9 章を読み、文字言語への

導き方について把握する。 

事後学習 
文字言語への導き方について再度教科書の

該当部分を熟読し復習する。 

第９回 授業づくり１（教材研究と指導計画の立て方） 

事前学習 
教科書第 5 章と第 12 章を読み、教材研究と

指導計画について把握する。 

事後学習 
教材研究と指導計画の立て方について再度

教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第１０回 
授業づくり２（ティーム・ティーチングと ICT 教材の

活用方法） 

事前学習 

教科書第 9 章と第 10 章を読み、ティーム・

ティーチングと ICT 教材の活用方法につい

て把握する。 

事後学習 

ティーム・ティーチングと ICT 教材の活用方

法について再度教科書の該当部分を熟読し

復習する。 

第１１回 授業づくり３（学習状況の評価） 

事前学習 
教科書第 11 章を読み、学習状況の評価につ

いて把握する。 

事後学習 
学習状況の評価について再度教科書の該当

部分を熟読し復習する。 

第１２回 
模擬授業 

Block 1 : グループ発表・評価・Discussion・総評  

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 

模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入し今後の授業に活か

す。 

第１３回 
模擬授業 

Block 2 :グループ発表・評価・Discussion・総評  

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 

模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入し、今後の授業に活か

す。 

第１４回 
 模擬授業 

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

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。                   

事後学習 

模擬授業評価シートに、見学した授業の良い

点と課題と対策を記入し、今後の授業に活か

す。 

第１５回 

模擬授業 

Block 4 : グループ発表・評価・Discussion・総評 

まとめ 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハー

サルを行っておく。 

事後学習 
外国語活動・外国語を実施する上で必要なこ

とを引き続き実践する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 外国語の指導法（2単位） 

３．科目番号 
SJEL2412 

EDEL2323 
２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動  ５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

1. 小学校外国語教育に関する背景知識や主教材、小・中・高等学校の外国語教育における小学校の役割、

多様な指導環境について理解することができる。 

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができる。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができる。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

 宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート課題：  

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

④模擬授業評価シート ⑤グループによる指導案          

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

樋口忠彦（代表）『新編 小学校英語教育法入門』研究社。 

小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

【参考書】 

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

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2. 児童期の第二言語習得の特徴について理解することができたか。 

3. 授業実践に必要な基本的な指導技術を身に付けることができたか。 

4. 実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度、模擬授業を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

し、 

多くの知識・技能を習得してください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

事前学習 
小学校学習指導要領（文部科学省, 2017）を読み、外国

語活動・外国語の目標と特徴を把握する。 

事後学習 
外国語活動・外国語の目標と特徴について再度学習指

導要領の該当部分を熟読し復習する。 

第２回 
英語教育における小・中・高等学校の連携と小
学校の役割 

事前学習 
教科書第 1 章を読み、小・中・高等学校で一貫した英

語教育の目標と小学校の役割について把握する。 

事後学習 

小・中・高等学校で一貫した英語教育の目標と小学校

の役割について再度教科書の該当部分を熟読し復習す

る。 

第３回 指導者の役割（児童や学校の多様性への対応） 

事前学習 
教科書第 3 章を読み、児童や学校の多様性への対応を

含む指導者の役割について把握する。 

事後学習 
指導者の役割について再度教科書の該当部分を熟読し

復習する。 

第４回 主教材の趣旨、構成、特徴 

事前学習 
教科書 4 章を読み、主教材の趣旨、構成、特徴につい

て把握する。 

事後学習 
主教材の趣旨、構成、特徴について再度教科書の該当

部分を熟読し復習する。 



 

 

第５回 児童期の第二言語習得１（受信と発信） 

事前学習 
教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得において

受信から発信へと進むプロセスについて把握する。 

事後学習 
受信から発信へと進むプロセスについて再度教科書の

該当部分を熟読し復習する。 

第６回 児童期の第二言語習得２（音声と文字） 

事前学習 
教科書第 2 章と第 6 章を読み、第二言語習得において

音声から文字へと進むプロセスについて把握する。 

事後学習 
音声から文字へと進むプロセスについて再度教科書の

該当部分を熟読し復習する。 

第７回 
指導技術１（英語での語りかけと発話の引き出
し方） 

事前学習 
教科書第 6 章と第 9 章を読み、英語を介した児童との

コミュニケーションの仕方について把握する。 

事後学習 
英語を介した児童とのコミュニケーションの仕方につ

いて再度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第８回 指導技術２（文字言語への導き方） 

事前学習 
教科書第 6 章と第 9 章を読み、文字言語への導き方に

ついて把握する。 

事後学習 
文字言語への導き方について再度教科書の該当部分を

熟読し復習する。 

第９回 授業づくり１（教材研究と指導計画の立て方） 

事前学習 
教科書第 5章と第 12章を読み、教材研究と指導計画に

ついて把握する。 

事後学習 
教材研究と指導計画の立て方について再度教科書の該

当部分を熟読し復習する。 

第１０回 
授業づくり２（ティーム・ティーチングと ICT

教材の活用方法） 

事前学習 
教科書第 9章と第 10章を読み、ティーム・ティーチン

グと ICT教材の活用方法について把握する。 

事後学習 
ティーム・ティーチングと ICT教材の活用方法につい

て再度教科書の該当部分を熟読し復習する。 

第１１回 授業づくり３（学習状況の評価） 

事前学習 
教科書第 11章を読み、学習状況の評価について把握す

る。 

事後学習 
学習状況の評価について再度教科書の該当部分を熟読

し復習する。 

第１２回 
模擬授業 1 －授業展開方法 

（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハーサルを行

っておく。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い点と課題

と対策を記入する。 

第１３回 
模擬授業 2 －本時の目標達成  

（授業観察・質疑応答・自己評価） 

事前学習 
模擬授業に向け、授業の流れの確認とリハーサルを行

っておく。 

事後学習 
模擬授業評価シートに、見学した授業の良い点と課題

と対策を記入する。 

第１４回 
模擬授業の評価・クラスディスカッション・総

評、振り返り・授業改善 

事前学習 模擬授業評価シートのポイントを確認する。 

事後学習 模擬授業評価シートを提出できるよう完成させる。 

第１５回 第 2回目～11回目までの重点総復習 

事前学習 振り返りシートを見直し、重要事項をまとめておく。 

事後学習 
外国語活動・外国語を実施する上で必要なことを引き

続き実践する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 開発経済論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 李 青雅 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学などと関係します。 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

る。 

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポート：本授業で興味を持った開発経済学の議論のうち、重要と考える事項につき、具体的な事
例も上げながら、そこで語られている問題点とその解決策について、A4で2頁程度にまとめなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

黒崎卓&栗田匡相著『ストーリーで学ぶ開発経済学―途上国の暮らしを考える』有斐閣ストゥディア、 
2016年。 
【参考書】 

授業の中で適宜提示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

開発途上にある国から来ている留学生の皆さんにとっては、自国の経済開発の状況を再確認し、問題点や
解決策について考える機会になります。日本人学生にとっても、今後ますます重要性を増す開発途上国と

の関係を理解するために、必要な基礎知識を学ぶ場となります。教科書で取り上げられている架空の途上
国の事例に関する議論を通じて、開発経済学全体について理解していただきます。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明）とある途上国の

お話 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像を
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 
学習した内容に基づいて、途上国経済の現状

についてまとめること。 

第２回 農業 

事前学習 
第 1 章農業を読み、途上国の農業の現状につ
いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国における農業の問題とその解決策に

ついてまとめる。 

第３回 農村信用市場 

事前学習 
第 2 章農村信用市場を読み、途上国の農村信

用の現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国の農村における信用市場の問題とそ

の解決策についてまとめる。 

第４回 教育と健康 

事前学習 
第 3 章教育と健康を読み、途上国の教育と健
康の現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国における教育と健康の問題とその解

決策についてまとめる。 

第５回 労働移動 1．バラ色の新天地？ 

事前学習 
第 4 章労働移動を読み、途上国の労働移動の
現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国における労働移動の問題とその解決

策についてまとめる。 

第６回 労働移動 2．わが国の外国人労働者受入れ 

事前学習 

配布資料を読んで、わが国の外国人労働者受

入れの現状についてあらかじめ理解してお
く。 

事後学習 
日本における外国人労働者の受入れ拡大方

策についてまとめる。 

  



 

 

第７回 経済成長と工業化 1．戦後日本の経済成長 

事前学習 
戦後の日本の経済成長について、配布資料を
読み考える。 

事後学習 
戦後日本の経済成長の要因についてまとめ

る。 

第８回 経済成長と工業化 2．グローバル化した世界 

事前学習 

第 5 章経済成長と工業化を読み、途上国の経

済成長と工業化についてあらかじめ理解し
ておく。 

事後学習 
経済成長と工業化の問題とその解決策につ

いてまとめる。 

第９回 中間まとめ 

事前学習 

ここまでの学習内容をレビューして、理解が

不十分な部分について、教員に質問できるよ
うにしておく。 

事後学習 
理解が不十分であった内容について、再確認

する。課題レポートを作成して、提出する。 

第１０回 技術移転 

事前学習 
第 6 章技術移転を読み、途上国の技術移転の

現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
技術移転の問題とその解決策についてまと

める。 

第１１回 開発金融 

事前学習 
第 7 章開発金融を読み、途上国の開発金融の
現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
開発金融の問題とその解決策についてまと

める。 

第１２回 開発援助 1．日本の開発援助 

事前学習 

第 8 章開発援助を読み、途上国に対する日本
の開発援助の現状についてあらかじめ理解
しておく。 

事後学習 
開発援助の問題とその解決策についてまと

める。 

第１３回 開発援助 2．グローバル化への対応 
事前学習 

配布資料を読んで、途上国に対する開発援助
の現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 グローバル化の功罪についてまとめる。 

第１４回 持続可能な開発 

事前学習 

第 9 章持続可能な開発を読み、途上国におけ
る持続可能な開発についてあらかじめ理解

しておく。 

事後学習 
持続可能な開発の問題とその解決策につい

てまとめる。 

第１５回 総まとめ 

事前学習 

ここまでの学習内容をレビューして、理解が
不十分であった部分を抽出し教員に質問で

きるようにする。 

事後学習 

理解が不十分であった部分の理解を再確認

する。期末試験に向けたレビューの予定を立

て、実行する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 開発経済論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学などと関係します。 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

ずる。 

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポート： 本講義を通じて興味を持った開発経済学の重要な理論あるいは発展途上国の問題は何
か、示すこと。そこで何が説明されていたか、できるだけ具体的に記述すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

黒崎卓&栗田匡相著『ストーリーで学ぶ開発経済学―途上国の暮らしを考える』有斐閣、2016年。 
【参考書】 
授業の中で適宜提示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

留学生の皆さんにとっては、自国の経済開発の状況を再確認して置かれている立場を理解し、問題点や解
決策について考える機会になります。日本人学生にとっても、今後ますます重要性を増す開発途上国との
関係を理解するために、必要な基礎知識を学ぶ場となります。教科書で取り上げられている架空の途上国

の事例に関する議論を通じて、開発経済学全体について理解していただきます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明）とあ
る途上国のお話 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじめ理

解しておく。 

事後学習 
学習した内容に基づいて、途上国経済の現状についてまと
めること。 

第２回 農業 

事前学習 
第 1 章農業を読み、途上国の農業の現状についてあらかじ

め理解しておく。 

事後学習 
途上国における農業の問題とその解決策についてまとめ
る。 

第３回 農村信用市場 

事前学習 
第 2 章農村信用市場を読み、途上国の農村信用の現状につ

いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国の農村における信用市場の問題とその解決策につい
てまとめる。 

第４回 教育と健康 

事前学習 
第 3 章教育と健康を読み、途上国の教育と健康の現状につ
いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国における教育と健康の問題とその解決策についてま
とめる。 

第５回 労働移動 1．バラ色の新天地？ 

事前学習 
第 4 章労働移動を読み、途上国の労働移動の現状について
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 
途上国における労働移動の問題とその解決策についてまと

める。 

第６回 労働移動 2．わが国の外国人労働者受入れ 

事前学習 
前回の学習内容を基に、わが国の外国人労働者受入れの現

状と今後について考えておく。 

事後学習 
日本における外国人労働者の受入れ拡大方策についてまと
める。 

第７回 経済成長と工業化 1．戦後日本の経済成長 
事前学習 

日本の過去の経済成長と現状について、これまでの講義内
容などやネット上の情報を基に、あらかじめある程度理解

しておく。 

事後学習 戦後日本の経済成長の要因についてまとめる。 



 

 

第８回 経済成長と工業化 2．グローバル化した世界 
事前学習 

第 5 章経済成長と工業化を読み、途上国の経済成長と工業
化についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 経済成長と工業化の問題とその解決策についてまとめる。 

第９回 中間まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分な部分
について、教員に質問できるようにしておく。 

事後学習 
理解が不十分であった内容について、再確認する。課題レポ
ートを作成して、提出する。 

第１０回 技術移転 1 
事前学習 

第 6 章技術移転を読み、途上国の技術移転の現状について
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 技術移転の問題とその解決策についてまとめる。 

第１１回 技術移転 2 

事前学習 
前回講義の学習内容を基に、途上国の技術移転の問題は何
か、考えておく。 

事後学習 
途上国における直接投資の問題点とその解決策についてま
とめる。 

第１２回 開発金融 
事前学習 

第 7 章開発金融を読み、途上国の開発金融の現状について
あらかじめ理解しておく 

事後学習 開発金融の問題とその解決策についてまとめる。 

第１３回 開発援助 
事前学習 

第 8 章開発援助を読み、途上国に対する日本の開発援助の
現状についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 開発援助の問題とその解決策についてまとめる。 

第１４回 持続可能な開発 
事前学習 

第 9 章持続可能な開発を読み、途上国における持続可能な

開発についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 持続可能な開発の問題とその解決策についてまとめる。 

第１５回 総まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分であっ
た部分を抽出し教員に質問できるようにする。 

事後学習 
理解が不十分であった部分の理解を再確認する。期末試験

に向けたレビューの予定を立て、実行する。 

期末試験 

 



        

 

１．科目名（単位数） 開発経済論 （2 単位） 
３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 田中 正秀 

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

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

東南アジア諸国では、シンガポールのように経済発展した国とCLM諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー）
のように経済発展が遅れた国が存在するが、なぜ経済発展に差が生まれたのか、その理由について述べてくだ

さい。 

10．教科書・参考書・ 

教材 
【教科書】黒崎卓、栗田 匡相 著『ストーリーで学ぶ開発経済学 -- 途上国の暮らしを考える 』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

東南アジア諸国を中心として開発経済の内容を包括的かつ平易に説明するが、授業時間中に質問や意見を積極
的に述べて欲しい。 

13．オフィスアワー 授業終了後 1時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明）経済発
展とは 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 経済発展とは何かとその要件をまとめる 

第２回 開発途上国の現状と特徴 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 開発途上国の現状と特徴についてまとめる 

第３回 経済開発の発展モデルと成長の進め方 
事前学習 雑誌などの関連記事を読んでおく 

事後学習 経済開発の発展モデルを中心にまとめる 

第４回 東南アジアの経済発展と直接投資 
事前学習 テキストの該当箇所の予習 

事後学習 東南アジアの経済発展と直接投資をまとめる 

第５回 ASEANの経済発展の歩み―総論 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 ASEAN諸国の経済発展の歩みをまとめる 

第６回 
ASEAN の経済発展：シンガポール、インドネシ
ア 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 シンガポールとインドネシアの経済発展をまとめる 

第７回 ASEANの経済発展：マレーシア、フィリピン 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 マレーシアとフィリピンの経済発展をまとめる 

第８回 ASEANの経済発展：タイ、ベトナム 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 タイとベトナムの経済発展をまとめる 

第９回 
ASEAN の経済発展：カンボジア、ラオス、ミャ
ンマー 

事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 ＣＬＭ諸国の経済発展をまとめる 

第１０回 メコン地域開発 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 メコン地域開発についてまとめる 

第１１回 日本と東南アジア諸国との経済関係 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 わが国と東南アジアとの経済関係をまとめる 

第１２回 東南アジア諸国の金融システムと金融危機 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 日本と東南アジアとの経済関係をまとめる 

第１３回 東南アジア諸国の工業化と環境問題 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 東南アジア諸国の工業化と環境問題をまとめる 

第１４回 ASEANの地域統合 
事前学習 新聞や雑誌などの関連記事を読んでくる 

事後学習 ASEANの地域統合をまとめる 

第１５回 まとめ 
事前学習 講義の要点を復習する 

事後学習 講義全体のまとめを行う 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 開発経済論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 吉沢 正広 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
事前に「暮らしと経済」を学んでいると理解が増大します。 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポートを3回課す予定であり，論題についてはその都度1回目から4回目までの内容，5回目から10回目まで

の内容，11回目から15回目までの内容でレポートを作成し提出してもらいます。 

10．教科書・参考書・

教材 
渋谷博史他『世界経済とグローバル化』学文社，2013年，参考文献：安部悦生『経営史』日経文庫，2010年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

福祉をよりよく理解するのは周辺知識が必要です。開発経済は受講生にとって無縁の学問ではなく，大切な

研究領域であることを理解してください。 

13．オフィスアワー 月曜日，火曜日，水曜日 12：15～13：00 研究室にて 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション，何を学ぶか，成績評

価方法など説明 

事前学習 経済の新聞や経済雑誌を読んでくること。 

事後学習 経済発展とは何かを考える。 

第２回 グローバル化とは何かを知る 

事前学習 pp.1～3 21 世紀のグローバル化を読んでくる。 

事後学習 上記の部分を復習する。 

第３回 グローバル化した社会を知る 

事前学習 pp.3～5 地球上の人間について読み理解する。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第４回 中国のグローバル化を理解する 

事前学習 pp.12～14 グローバル化の中国を読んでくる。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第５回 新興国のグローバル化を理解する 

事前学習 pp.21～23 グローバル化の進展と新興国を読んでくる。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第６回 世界経済構造の変化とは何か理解する 

事前学習 pp.24～29 世界経済の構造変化について読んでくる。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第７回 中国企業の躍進について理解する 

事前学習 p.35 中国の躍進を読んでくる。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第８回 東アジアの企業発展について理解する 

事前学習 pp.36～39 東アジアの経済システムについて読んでくる。 

事後学習 上記部分を復習する。 

  



 

 

第９回 日本企業のグローバル展開を知る 

事前学習 pp.45～47 企業のグローバル展開を読んでくる。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第１０回 企業のビジネスモデルとは何か 

事前学習 pp.48～52 企業のビジネスモデルを読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１１回 国際金融危機について理解する 

事前学習 pp64～66 グローバル化と国際金融危機を読んでくる。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第１２回 世界経済をリードする中国企業 

事前学習 pp.83～85 中国経済とグローバル化を読んでくる。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第１３回 東南アジア経済について理解する 

事前学習 pp.121～124 東南アジア経済とグローバル化を読んでくる。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第１４回 新しいグローバル化とは何か理解する 

事前学習 160～162 21 世紀型グローバル化を読んでくる。 

事後学習 上記部分を復習する。 

第１５回 まとめ 振り返りを行う 

事前学習 配布したプリントを持参し授業の要点を振り返る。 

事後学習 授業の全体像か考える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） カウンセリングの基礎 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2344 

SCMP2344 

SBMP2344 ２．授業担当教員 中野 真也 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 カウンセリングの土台となる人間の心のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウ
ンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。また、カウンセラーの基本的態度や面接技法、心理に

関する支援を要する者の関係者に対する支援について、討議や演習を通して実践的に理解する。プライバシ
ーへの配慮などの倫理的側面、精神衛生や予防など心の健康教育についても理解する。 

８．学習目標 

１．カウンセリングの基本的な概念やプロセスを理解し、説明できる。 

２．カウンセリングの面接技法、関係者への支援等について実践的な演習を行う。 

３．カウンセリングにおける倫理的側面、心の健康教育について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

カウンセリングの基礎的な事柄に関する「問い」について、自らの見解を考えるとともに、グループディス

カッションによって、理解を深めることとする。また、可能な範囲で体験的な学習を行う。 

レポート課題は、講義で扱った内容を踏まえて、１，２回行う予定である。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】金沢吉展（編）『カウンセリング・心理療法の基礎 カウンセラー・セラピストを目指す人のため

に』有斐閣、2007。 

＊必要に応じて、参考資料等を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表・ノート作りをしたか。 

２．レポートは、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

授業への参加度(学習態度、発表、ノート等)50％ 

レポート課題 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

カウンセリングについて学ぶことは、広く対人援助や相談、援助的なコミュニケーションについて考える

ことになります。本講義は、カウンセリングの基礎的な事柄について、演習を通じて体験的に学びます。 

 そのため、積極的な授業参加が求められます。講義や他の人の迷惑になるような行為、身勝手なふるまい

はしないようにしてください。場合によっては厳しく指導することもあります。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：カウンセリングとはなにか 

事前学習 シラバスを読んでおく 

事後学習 
「カウンセリング」「心理学的支援」について

まとめておく 

第２回 現代社会が求めるカウンセリング・心理療法 
事前学習 教科書 3～14 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 3～14 ページをまとめる 

第３回 
カウンセラー・セラピストの専門性：専門家と被援助者

の関係性 

事前学習 教科書 15～38 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 15～38 ページをまとめる 

第４回 
カウンセラー・セラピストの教育訓練：求められる資質

とトレーニング 

事前学習 教科書 39～70 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 39～70 ページをまとめる 

第５回 カウンセラー・セラピストの働く現場 
事前学習 教科書 71～106 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 71～106 ページをまとめる 

第６回 カウンセリング・心理療法とは 
事前学習 教科書 107～120 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 107～120 ページをまとめる 

第７回 
カウンセリング・心理療法の過程①：人がカウンセリン

グを求め、来談に至るまで 

事前学習 教科書 121～126 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 121～126 ページをまとめる 

第８回 
カウンセリング・心理療法の過程②：作業同盟とカウン

セリングの段階理論 

事前学習 教科書 127～156 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 127～156 ページをまとめる 

第９回 
カウンセリング・心理療法の過程③：進展による変化と

終わり、うまくいかない場合 

事前学習 教科書 157～162 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 157～162 ページをまとめる 

第１０回 カウンセリング・心理療法の効果 
事前学習 教科書 163～190 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 163～190 ページをまとめる 

第１１回 カウンセリング・心理療法の実際 
事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 配布資料をまとめる 

第１２回 カウンセリングの演習：コミュニケーションワーク 
事前学習 演習のための準備をしておく 

事後学習 体験したことを振り返り、まとめる 

第１３回 家族・関係者への支援 
事前学習 Ⅴ.1.～Ⅴ.4. を読む。 

事後学習 カウンセラー観についてノートにまとめる。 

第１４回 予防と健康増進 
事前学習 教科書 215～238 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 215～238 ページをまとめる 

第１５回 まとめ 
事前学習 これまでの学習内容をまとめる 

事後学習 心理学的支援の活用について考える 

 



 

 

１．科目名（単位数） 解剖生理学Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号  

２．授業担当教員 宮下 俊雄 

４．授業形態 
講義、ディスカッション、質疑応答、課題発表。簡単な実験も行

う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「解剖生理学Ⅰ」を履修しておくこと 

７．講義概要 

 解剖生理学 II では、解剖生理学 I での学習を基盤として、人体を構成している骨格系、筋系、神経系、

感覚器系、内分泌系、脈管系、呼吸器系、消化器系、泌尿器系、生殖器系の各器官系の成り立ちと生理機

能について学習する。さらに各器官系を統合し、内部環境のホメオスタシスを維持している調節機構につ

いて学び、一生命体としての個体の営みはどのようになされているかについて考える。 

８．学習目標 

１．人体各部の組織・器官・器官系の名称とその位置を、自分の体で確認できるようにする。 

２．人体構造の発生、成長、老化について、動物進化の過程と関連付けて理解し、説明できるようになる。 

３．生体機能の調節機構、およびホメオスタシスの維持について理解し、説明できるようになる。 

４．脳機能の分化と発達について理解し、説明できるようになる。 

５．ヒトの形態・生理機能と病気・ケガとの関連を理解し、基本的対応ができるようにする。 

６．病気の予防における基本的知識を深め、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサイメント（宿題）：授業ごとに習得した臓器をノートに模写し、その特徴を理解する。 

レポート課題：(1)心血管系、(2)呼吸器系、(3)消化器系に関して、その機能と構造についてまとめる。レ

ポート用紙１～２枚程度。イラスト可、文献を入れる 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】渡辺修一・他訳：ネッター解剖生理学アトラス。南江堂,2014 

【参考書】澤口彰子・他；『人体のしくみとはたらき』朝倉書店、2015年 

高橋長雄（監修）：『からだの地図帳』講談社 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．人体構造の特徴を踏まえて、各組織・器官・器官系機能の相互関連について理解しているか。 

 ２．簡単な実験から、生理機能について理解を深めたか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加（授業態度、発言）      30％ 

 ２．課題レポート・発表               30％ 

 ３．期末試験                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人体のしくみは神秘に満ちており、精巧にできています。授業中は、緊張感と集中力を保って受講し、

質問して、人体のしくみを理解しましょう。 

欠席、遅刻、早退をした場合は、その理由を必ず教員に書面をもって報告してください。 

 また、私語、スマホの使用、無断退出、他の授業のレポート書きなど、授業に臨む上で不適切な態度が

見受けられた場合は、厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 講義時間の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 細胞 

事前学習 教科書 pp.2～10を読んでおく。 

事後学習 
人体の構造のもととなる細胞の機能を理解

する。 

第２回 神経系と感覚器 I：脳と神経系の機能 

事前学習 pp.12-25を読んでおく。 

事後学習 
脳の構造，その構成、シナプス伝達、脳脊髄

液、末梢神経系などを理解する、 

第３回 神経系と感覚器 II：脳神経系による制御機構 

事前学習 pp.26-33を読んでおく。 

事後学習 

自律神経系、視床下部、大脳辺縁系、大脳皮

質、運動性下行路、小脳求‣遠進路を理解す

る。 

第４回 神経系と感覚器 III：感覚器 

事前学習 pp.34-52を読んでおく 

事後学習 皮膚感覚受容器、視-聴・味・嗅覚を理解する。 

第５回 筋系：筋の生理と役割 

事前学習 ｐp54-63を読んでおく。 

事後学習 
解剖図を通して、筋の生理と役割を復習して

詳細に理解する。 

第６回 骨格系の役割 

事前学習 プリント配布 

事後学習 骨の構造と機能を理解する。 

  



 

 

第７回 心血管系 I：心臓 

事前学習 pp.90-118読んでおく。 

事後学習 体液の区分、心臓の構造を理解する。 

第８回 心血管系 II：血液循環 

事前学習 pp.90-118読んでおく。 

事後学習 
血圧の調節機構、出生前後の血液循環を理解

する。 

第９回 呼吸器系 I：肺における換気のメカニズム 

事前学習 pp.90-118読んでおく。 

事後学習 
肺、肺循環、呼吸の調節・換気のメカニズム

などを学ぶ 

第１０回 呼吸器系 II：気道と呼吸器疾患 

事前学習 pp.90-118読んでおく。 

事後学習 
鼻腔、咽頭鼻部、喉頭、気管と気管支、肺な

どの呼吸器系の疾患と予防 

第１１回 腎臓 

事前学習  pp.120-137を読んでおく。 

事後学習 腎臓の解剖と排尿について詳しく理解する。 

第１２回 消化器系 I：消化管の機能 

事前学習 pp. 140-178を読んでおく。 

事後学習 

食道、胃、小腸、大腸、結腸の構造と機能：

運動、分泌、消化・吸収、排便などを理解す

る。 

第１３回 消化器系 II：肝臓・胆嚢・膵臓の機能 

事前学習 pp. 140-178を読んでおく。 

事後学習 
膵臓、肝臓、胆嚢の構造と機能：運動、分泌、

消化・吸収、排便などを理解する。 

第１４回 内分泌系 

事前学習 pp.180-208を読んでおく。 

事後学習 ホルモン作用と分泌、各種ホルモンを学ぶ 

第１５回 まとめ 

事前学習 ノートなどにまとめてきたことを整理する。 

事後学習 
解剖生理学全般について質疑・応答の内容を

含めてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家族心理学 （2単位） 

３．科目番号 EDPS3307 

２．授業担当教員 石 暁玲 

４．授業形態 講義および演習・ディスカッション・グループ発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「発達心理学」・「臨床心理学」など心理や臨床系の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 人間は生涯を通じて他者との中で生きて行く。その最も身近な人間関係の中の一つに「家族」がある。本

講義では、家族システム理論を始めとする家族を理解するための鍵概念を解説し、①家族のライフコースと
発達、②家族内（夫婦、親子、兄弟姉妹など）の心理構造、③家族療法の概要、④家族・集団及び文化が個
人に及ぼす影響について学びます。講義による解説とディスカッション・グループ発表を通じ、人が成長し

ていくうえで重要な役割を持つ家族の心理に関して理解を深め、日常生活の場で起きている家族の諸問題を
考察し、受講生にとっての家族観の再考を促すことを目的としています。 

８．学習目標 

家族心理学が終了した時点で下記の目標達成をすることが期待されます。 

1.家族の在り方と家族メンバーの心理的ウェルビーイングとの深い関係を理解し、説明できるようになる。 

2.家族の発達とともに起こりうる諸問題について指摘できるようになる。 

3.家族心理学の理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

4.家族臨床の歴史と近年の主たる理論とアプローチについて、説明できるようになる。 

5.家族・集団・文化が相互作用的に個人に及ぼす影響を具体的に説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

家族理解のための理論やキー概念を説明する力、またはそれらを用いて家族実践へつなげる応用力を培うた

めに、課題の提出およびグループ・プレゼンテーションを求める。必要に応じて宿題も提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】平木典子 中釜洋子著『家族の心理―家族への理解を深めるために』サイエンス社。 

【参考書】授業中で随時紹介。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．家族心理学の主要な理論に関する哲学的背景・歴史的背景を理解し、家族の発達過程を説明できるか。 

２．家族療法の概念・理論を分かり易い言葉で具体的に説明ができ、問題解決法を提示することができるか。 

３．家族・集団・文化が相互作用的に個人に及ぼす影響を具体的に説明できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度（ディスカッション、課題、発表）、日常の受講態度等を総合して評価する。 

１ 平常点（授業への積極的参加・日常の学習状況）  総合点の 50％ 

２ まとめの課題（期末試験・課題レポート・テスト） 総合点の 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

自身の家族について理解を深まめることも目指しているので、家族のことに真剣に向き合う姿勢が求められ

ます。またグループ演習を取り入れて行うので、積極的な参加を期待しています。授業ルールや進め方は初

回授業で説明します。受講者は必ず初回授業に参加してください。 

13．オフィスアワー 第一回目授業中に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、家族とは 

事前学習 教科書を通読しておく。 

事後学習 家族のイメージを作る。 

第２回 健康な家族と家族機能 

事前学習 
前書き～p.26 を読み、重要だと思うところ、疑問に感じた

ところにマーカーを引いておく。 

事後学習 家族機能と円環モデルを理解できるように復習しまとめる。 

第３回 家族システム理論 

事前学習 
pp.99～104 を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたと

ころにマーカーを引いておく。 

事後学習 
家族システム理論の概要、いくつかのキー概念を理解できる

ように復習しまとめる。 

第４回 家族システム論の観点からみた家族の発達 

事前学習 
pp.104～111を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたと

ころにマーカーを引いておく。 

事後学習 
家族の発達を理解し、ジェノグラムの書き方をできるように

する。 

第５回 家族作りの準備Ⅰ 青年期の発達 

事前学習 
pp.35～51を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 青年期の発達課題を理解できるようにする。 

第６回 家族作りの準備Ⅱ 恋愛と結婚 

事前学習 
pp.51～55、62～64 を読み、重要だと思うところ、疑問に

感じたところにマーカーを引いておく。 

事後学習 親密性、結婚前の準備について理解する。 

第７回 夫婦の発達Ⅰ 新婚期の発達 

事前学習 
pp.57～62を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 新婚期の発達課題を理解する。 



 

 

第８回 夫婦の発達Ⅱ 夫婦関係の発達 

事前学習 
pp.64～76を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 夫婦間コミュニケーションの重要性について理解する。 

第９回 育児期の発達Ⅰ 親としての発達 

事前学習 
pp.79～84を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 「親になること」の意味と必要なスキルを理解する。 

第１０回 育児期の発達Ⅱ 育児期の家族発達の課題 

事前学習 
pp.86～94を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 育児期の発達課題を理解する。 

第１１回 中年期・老年期の家族の発達 

事前学習 
p.19,pp.94～96 の関連部分を読み、重要だと思うところ、

疑問に感じたところにマーカーを引いておく。 

事後学習 
親子関係の変化、子どもの巣立ち後の夫婦関係の再編成、家

族のケア機能を理解する。 

第１２回 文化の中での家族発達のかたち 

事前学習 

文化の中での家族の発達という視点から、一つの文献を調べ

印刷して持参する。調べてきた文献の主な内容を説明できる

ように準備する。 

事後学習 「文化と家族」について考察する。 

第１３回 家族臨床の実際 

事前学習 
pp.125～156 を読み、重要だと思うところ、疑問に感じた

ところにマーカーを引いておく。 

事後学習 
家族臨床とその概要を知る、家族療法の歴史・考え方、技法

を理解する。 

第１４回 グループ・プレゼンテーション 

事前学習 グループ・プレゼンテーションの準備 

事後学習 学んだ点、改善点をまとめる。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 いままでの内容を総復習し、まとめる。 

事後学習 現代家族の意味、家族の本質を考察する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 学校保健学（学校安全を含む） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2302 

２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

学校保健は、児童、生徒、学生並びに幼児の健康の保持増進を図り、学校教育の円滑な実施とその成果に
資するための学問である。教育基本法、学校教育法、学校保健安全法の法令が、学校教育課程にある子ども
のよりよい成長と学校教育の円滑な実施を支援している。本講義では、学校保健の構造やその意義、法的な
位置づけなど、基礎的かつ重要な事項について習得し、それぞれの領域での取り組みの実際について学ぶ。
また、各自が目指す職種の立場からの参画の仕方について、主体的に考ることを目指す。 

８．学習目標 

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

ることができるようになる。 
３ 保健管理の心身の管理、生活の管理、学校環境の管理について理解し、その実践のポイントを習得する。 
４ 児童生徒の現代的健康課題と、これに応じた学校保健活動の進め方について習得する。 
５ 学校保健推進にかかわる教員として、健康増進にとって不可欠な内容について具体的に学び身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業毎に、講義内容についての感想、まとめに関する小レポートを出題する。 

・中間課題レポート：保健指導案の作成 『歯についての保健指導』 

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

か、自らの考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

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

【参考書】学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第３次改訂版』第一法規 

【教 材】テーマごとに文部科学省等から発行されている資料を配布 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．学校保健の意義、構造、内容について理解し、説明することができたか。 

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

ことができたか。 

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

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

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

ができるのか、講義の中で主体的に考える姿勢を期待します。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

学校保健の構造領域 

 ・学校保健とは 

 ・ヘルスプロモーション 

事前学習 

これまでの学校保健についての既習事項につ

いて、復習しておく。教科書 pp.2～38／pp.104

～117 を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
学校保健の構造領域について理解したことを

総括し、自分の考えをまとめる。 

第２回 
学校保健の今 

・平成 20年中央教育審議会答申を読み解く 

事前学習 
事前に配布する、中央教育審議会答申を熟読

し、記載されている内容をまとめておく。 

事後学習 

講義時間内のディスカッションを総括し、現在

の学校保健活動に求められている事項につい

て、自分の考えをまとめる。 

第３回 

保健教育 

①保健学習 

・学習指導要領における保健学習 

事前学習 

学校保健実務必携の保健学習に関するページ

（pp.546〜694）を参照。教科書 pp.152～162

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
保健学習に関するディスカッションを総括し、

自分の考えをまとめる。 

第４回 
②集団を対象とした保健指導 

・ライフスキル教育の体験 

事前学習 

学校保健実務必携の保健指導に関するページ

（pp..559〜694）を参照し、基礎的事項を整理

しておく。 

事後学習 
児童生徒の生活改善につながる保健指導のあ

り方について、自分の考えをまとめる。 

  



 

 

 

第５回 
③児童生徒の現代的健康課題と保健教育 

・食育、性教育を進める際の留意点 

事前学習 

学校保健実務必携の食育・性教育に関するペー

ジ（pp.763〜793/794～811）を参照。教科書

pp.275～236 を熟読し、基礎的事項を整理して

おく。 

事後学習 

保健指導案作成の方法について、第３〜５回の

講義内容を復習し、保健指導案の作成にあたり

資料準備を始める。 

第６回 

保健管理 

①児童生徒の健康診断 

・教育的活動としての健康診断 

 （事前指導を中心に） 

事前学習 

学校保健実務必携の健康診断に関するページ

（pp.167〜180）を参照。教科書 pp.174～188

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康診断における事前指導に関するディスカ

ッションを総括し、自分の考えをまとめる。 

第７回 
②健康観察 

・健康観察の観点 

事前学習 

学校保健実務必携の健康観察に関するページ

（pp.181〜197）を参照。教科書 pp.163～173

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康観察に関するディスカッションを総括し、

その留意事項について自分の考えをまとめる。 

第８回 
③健康相談 

・健康相談の基礎と事例検討 

事前学習 

学校保健実務必携の健康相談に関するページ

（pp.392〜409）を参照。教科書 pp.189～203

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康相談に関するディスカッションを総括し、

その留意事項について自分の考えをまとめる。 

第９回 

④学校救急処置 

・救急処置体制の重要性 

・学校事故における裁判の判例から 

事前学習 

学校保健実務必携の学校救急処置に関するペ

ージ（pp.1062〜1082）を参照。教科書 pp.212

～223 を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
学校事故の事例に関するディスカッションを

総括し、その留意点についてまとめる。 

第１０回 

⑤学校環境衛生 

・定期検査、日常点検、臨時検査 

・日常点検の実践 

事前学習 

学校保健実務必携の学校環境衛生に関するペ

ージ（pp.80〜165）を参照。教科書 pp.253～

262 を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
教室内の日常点検を実施して気づいたことや

感じたことをまとめる。 

第１１回 

学校安全 

・学校安全の基礎的事項 

・安全点検の実践 

事前学習 

学校保健実務必携の学校安全に関するページ

（pp.969〜1061）を参照。教科書 pp.263～274

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
教室内の安全点検を実施して気づいたことや

感じたことをまとめる。 

第１２回 

児童生徒の健康課題 

・児童のかかりやすい疾患 

・歯科疾患と学校保健 

・作成した保健指導案の振り返り 

事前学習 

学校保健実務必携の歯・口の健康つくり

（pp.712～762、pp. 447～473／pp.475 参照）

教科書 pp.39～48、pp.240～252、を熟読し、

基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
事前に作成した歯についての指導案を再検討

し、気づいた点、改善点をまとめる。 

第１３回 

児童生徒の発育発達と体力 

・学校保健統計調査から 

・体力・運動能力調査から 

事前学習 

最新の学校保健統計調査、体力運動能力調査に

目を通し、児童生徒の特徴をつかんでおく。教

科書 pp.120～149 を熟読し、基礎的事項を整

理しておく。 

事後学習 
児童の発育発達・体力の現状から、学校が推進

することのできる対策をまとめる。 

第１４回 
精神の健康・障害のある児童生徒への対応 

・いじめ問題への対応の在り方 

事前学習 

事前に配布するいじめに関する資料を熟読し、

自分の考えをまとめておく。教科書 pp.224～

239 を熟読し、基礎的事項を整理～しておく。 

事後学習 
児童のいじめに関する現状から、学校が推進す

ることのできる対策をまとめる。 

第１５回 

まとめ：「学校保健への参画のあり方」 

・最終課題レポートに記載した内容に基づいて、グル

ープディスカッションを行う。 

・学校保健活動推進のポイントを共有する。 

事前学習 最終課題レポートの作成 

事後学習 
グループディスカッションを通して新たに得

た考え方を踏まえ、全講義内容を振り返る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 学校保健学（学校安全を含む） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2302 

２．授業担当教員 石本 強 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

学校保健は、児童、生徒、学生並びに幼児の健康の保持増進を図り、学校教育の円滑な実施とその成果に
資するための学問である。教育基本法、学校教育法、学校保健安全法の法令が、学校教育課程にある子ども
のよりよい成長と学校教育の円滑な実施を支援している。本講義では、学校保健の構造やその意義、法的な
位置づけなど、基礎的かつ重要な事項について習得し、それぞれの領域での取り組みの実際について学ぶ。
また、各自が目指す職種の立場からの参画の仕方について、主体的に考ることを目指す。 

８．学習目標 

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

ることができるようになる。 
３ 保健管理の心身の管理、生活の管理、学校環境の管理について理解し、その実践のポイントを習得する。 
４ 児童生徒の現代的健康課題と、これに応じた学校保健活動の進め方について習得する。 
５ 学校保健推進にかかわる教員として、健康増進にとって不可欠な内容について具体的に学び身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 講義内容についての感想、小レポートを出題する。 

 課題レポートと発表 保健教育の指導案の作成と発表（保健学習・保健指導）  

 課題レポート２ 自らの目指す職種において、学校保健活動にどのように参画することが求められるのか、 

         自らの考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】教員養成系大学保健協議会編『学校保健ハンドブック 第６次改訂』 

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

【教 材】テーマごとに文部科学省等から発行されている資料を配布。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．学校保健の意義、構造、内容について理解し、説明することができたか。 

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

ことができたか。 

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

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

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

ができるのか、講義の中で主体的に考える姿勢を期待します。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

学校保健の構造領域 

 ・学校保健とは  

事前学習 
これまでの学校保健についての既習事項について、

復習しておく。教科書 pp2～16 参考書 pp88～97 

事後学習 
学校保健の構造領域について理解したことを総括

し、自分の考えをワークシートにまとめる。 

第２回 

学校保健の組織活動 

学校保健計画と学校安全計画 

ヘルスプロモーション 

事前学習 
教科書 pp17～33 を熟読し、基礎的事項を整理して

おく。 

事後学習 

講義時間内のディスカッションを総括し、現在の学

校保健活動に求められている事項について、自分の

考えをワークシートにまとめる。 

第３回 

保健教育 

①保健学習 

・学習指導要領における保健学習 

・保健学習実施の実態調査結果から 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の保健学習に関するペー

ジ（pp564～705）を参照。教科書 pp36～81 を熟読

し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
保健学習実態調査に関するディスカッションを総括

し、自分の考えをワークシートにまとめる。 

第４回 
②集団を対象とした保健指導 

・ライフスキル教育の体験 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の保健指導に関するペー

ジ（pp564～705）を参照し、教科書 pp84～121 を

熟読し基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
児童生徒の生活改善につながる保健指導のあり方に

ついて、自分の考えをワークシートにまとめる。 

第５回 

③児童生徒の現代的健康課題と保健教育 

・食育、性教育・喫煙・飲酒・薬物乱用防止教

育を進める際の留意点        

・中間課題の例示（指導案） 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の食育・性教育に関する

ページ（pp1271～1329／774～803）を参照。教科

書 pp84～121を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 

保健教育の指導案作成の方法について、第３〜５回

の講義内容を復習し、保健指導案の作成にあたり資

料準備を始める。 



 

 

 

第６回 

保健管理 

①児童生徒の健康診断 

・教育的活動としての健康診断 

 （事前指導を中心に） 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の健康診断に関するペー

ジ（pp.167～180）を参照。教科書の健康診断に関す

るページ（pp167～325）を熟読し、基礎的事項を整

理しておく。 

事後学習 
健康診断における事前指導に関するディスカッショ

ンを総括し、自分の考えをワークシートにまとめる。 

第７回 
②健康観察 

・健康観察の観点 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の健康観察に関するペー

ジ（pp435.～452）を参照し、基礎的事項を整理して

おく。教科書の健康観察に関するページ（pp140～

143）を熟読しておく。 

事後学習 

健康観察に関するディスカッションを総括し、その

留意事項について自分の考えをワークシートにまと

める。 

第８回 
③健康相談 

・健康相談の基礎と事例検討 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の健康相談に関するペー

ジ（pp397～434）を参照。教科書 pp144～148 を熟

読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 

健康相談に関するディスカッションを総括し、その

留意事項について自分の考えをワークシートにまと

める。 

第９回 

④学校救急処置 

・救急処置体制の重要性 

・学校事故における裁判の判例から 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の学校救急処置に関する

ページ（pp1076～1096）を参照し、基礎的事項を整

理しておく。教科書の（pp260～278）を熟読してお

く。 

事後学習 
学校事故の事例に関するディスカッションを総括

し、その留意点についてワークシートにまとめる。 

第１０回 

⑤学校環境衛生 

・定期検査、日常点検、臨時検査 

・日常点検の実践 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の学校環境衛生に関する

ページ（pp.80～160）を参照。教科書 pp218～233

を熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
教室内の日常点検を実施して気づいたことや感じた

ことをワークシートにまとめる。 

第１１回 

学校安全 

・学校安全の基礎的事項 

・安全点検の実践 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の学校安全に関するペー

ジ（pp983～1096）を参照。教科書 pp236～257 を

熟読し、基礎的事項を整理しておく。 

事後学習 
教室内の安全点検を実施して気づいたことや感じた

ことをワークシートにまとめる。 

第１２回 

児童生徒の健康課題 

・児童のかかりやすい疾患 

・アレルギー 

・歯科疾患と学校保健 

・保健指導案の作成 

事前学習 

参考書の学校保健実務必携の歯・口の健康つくり

（pp723～773）（pp479～519／pp475～506 参照）

教科書 pp160～182 を熟読し、基礎的事項を整理し

ておく。 

事後学習 
事前に作成した（保健教育の指導案を再検討）気づ

いた点、改善点をワークシートにまとめる。 

第１３回 

児童生徒の発育発達と体力 

・学校保健統計調査から 

・体力・運動能力調査から 

事前学習 

最新の学校保健統計調査、体力運動能力調査に目を

通し、児童生徒の特徴をつかんでおく。教科書（pp124

～137）を熟読しておく。 

事後学習 
児童の発育発達・体力の現状から、学校が推進する

ことのできる対策をワークシートにまとめる。 

第１４回 
精神の健康・障害のある児童生徒への対応 

・いじめ問題への対応の在り方 

事前学習 

事前に配布するいじめに関する資料を熟読し、自分

の考えをまとめておく。教科書の精神の健康（pp160

～177／pp203～216）を熟読しておく。 

事後学習 
児童生徒のいじめに関する現状から、学校が推進す

ることのできる対策をワークシートにまとめる。 

第１５回 

まとめ：「学校保健への参画のあり方」 

・最終課題レポートに記載した内容に基づい

て、グループディスカッションを行う。 

・学校保健活動推進のポイントを共有する。 

事前学習 
最終課題レポートの作成（今まで学んだ事から学校

保健学について考えをまとめておく。 

事後学習 
グループディスカッションを通して新たに得た考え

方を踏まえ、全講義内容を振り返る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家庭科指導法 （2 単位） 
３．科目番号 

SJEL3433 

EDEL3319 
２．授業担当教員 臼井 和恵 

４．授業形態 講義、演習、プレゼンテーションなど ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
春期「家庭」を履修後の受講が望ましい。 

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

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

８．学習目標 

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

因などを理解する。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習指導案、評価レポート等の作成を課す。各自模擬授業を行い、レポートを作成する。 

詳細は授業中に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領解説（平成 29年告示）家庭編』東洋館 
検定教科書『わたしたちの家庭科 5・6』開隆堂 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

などを理解しているか。                                   

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

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

○評定の方法 

 授業態度 ３０％ 

 提出物（模擬授業など演習課題を含む）７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1.毎時間教科書は必ず持参すること。   

2.模擬授業は各自 1人で行うので、指導案、教材等しっかり準備をすること。 

13．オフィスアワー 初回の授業中に伝える 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 小学校家庭科の目標と意義 
事前学習 

小学校の教科書・学習指導要領をもとに、春期の「家
庭」で学んだことを思い出す。 

事後学習 授業の感想（質問を含む）レポート作成。 

第２回 指導計画の作成と内容の取扱い 
事前学習 学習指導要領解説の指定箇所を読む。 

事後学習 キーポイントの確認。 

第３回 家庭科の内容構成と内容の確認 
事前学習 学習指導要領解説の指定個所を読む。 

事後学習 A・B・Cの三つの枠組みを理解する。 

第４回 家庭科と家政学の基礎知識  
事前学習 学習指導要領解説の指定個所を読む。 

事後学習 家政学の基礎の確認。 

第５回 
児童の実態に即した家庭科の授業と学習指導法・
インクルーシブ教育の視点 

事前学習 他の授業で学んだ児童の実態について整理する。 

事後学習 児童を意識した家庭科の授業設計をイメージする。 

第６回 学習指導案の作成と教材作成 
事前学習 配布した学習指導案事例を読む。 

事後学習 学習指導案の準備に取り掛かる。 

第７回 
学習指導案の作成と情報機器使用教材の工夫と活
用 

事前学習 パワーポイントを使用した学習指導案を読む。 

事後学習 学習指導案を具体化する。 

第８回 
模擬授業の実施と評価に向けて 
学習評価の考え方 

事前学習 模擬授業の準備を進める。 

事後学習 学習評価の考え方の確認。 

第９回 

模擬授業と評価１ 
 A家族・家庭生活を中心に 

（１人 10～15分×5～6人） 
（ディスカッションも組み込む） 
以下授業形態は同様に行う 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授業
評価レポートの作成。 

第１０回 
模擬授業と評価２ 
 B 食生活を中心に 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授業
評価レポートの作成。 

第１１回 
模擬授業と評価３ 
 B 衣生活を中心に 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授業
評価レポートの作成。 

  



 

 

 

第１２回 
模擬授業と評価４ 
 B 住生活を中心に 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授
業評価レポートの作成。 

第１３回 
模擬授業と評価５ 
 C 消費生活・環境を中心に 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授
業評価レポートの作成。 

第１４回 
模擬授業と評価６ 
情報機器活用やアクティブ・ラーニングの視点を
意識した授業を中心に 

事前学習 模擬授業の準備。 

事後学習 
授業者は振り返りレポート、他は改善を含めた授
業評価レポートの作成。 

第１５回 
まとめ  
家庭科に求められる役割と今後の課題 

事前学習 プレゼンテーションの準備。 

事後学習 まとめレポートの作成。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家庭支援論 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3120 

２．授業担当教員 青木 正 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この科目は、保育士資格を取得するための必修科目であり、保育実践に不可欠の知識・技能を学習するも

のである。 
具体的な内容としては、保育士として家庭、地域などを視野に入れた子育て家庭に対する支援のあり方や

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

本を理解する。 

８．学習目標 

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

3.子育て支援に必要な支援方法、及び関連機関との連携を理解し、実践で活かせるようにする。 
4.保育相談に係る考え方と具体的な方策を理解し、実践で活かせるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回授業の初めに、前回の復習を兼ねた、小テストを実施する。また、後半期にレポートを課す。レポー

トの題目及び執筆規定については授業の中で指示する。予習や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的な

学習によって理解を確かにすると共に問題解決力を培うように努めること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

白幡久美子編『改訂保育士をめざす人の家庭支援』（株）みらい。 

【教材】 

講義を補足するために必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.家庭支援に必要な考え方を理解出来たか。 

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

3.子育て支援に必要な支援方法、及び関連機関との連携を理解出来たか。 

4.保育相談に係る考え方と具体的な方策を理解出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

乳幼児を預かる保育士には、子育て家庭への理解と支援が求められています。本科目は、地域社会の変化や

家庭生活における人間関係について十分理解したうえで「子育てが楽しい」と誰もが感じることのできるよ

うな家庭支援の方法を一緒に考えていきます。 

 

１．遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。違反者 

は受講態度で減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：授業の概要と進めかた 

「家庭支援論」と「家族援助論」 

事前学習 シラバスを熟読しておく。 

事後学習 「家族支援」「家族援助」のイメージを言語化しておく。 

第２回 保育士による家庭支援① 

事前学習 
教科書の「保育士と家庭支援」を読み、わからない部分を

チェックしておく。 

事後学習 
これまでに他の科目等で「家族」「家庭」について学んだこ

とを、授業ノート等から書き出しておく。 

第３回 
保育士による家庭支援② 

家族の変容と社会変容① 

事前学習 保育士の職業イメージを整理しておく。 

事後学習 身近な性別役割分業の例を書き出し、考察する。 

第４回 家族の変容と社会の変容② 

事前学習 
現代の家族の問題について、報道された記事やコラムなど

を 1点以上読んでくる。 

事後学習 
「多様な家族構成」の「多様」の意味を、授業内容をふま

えて考える。 

第５回 
家族の変容と社会の変容② 

子育て支援① 

事前学習 
子育てについて、現代の女性がどのような不安を感じてい

ると考えられるか。列挙しておく。 

事後学習 
国際結婚・国際離婚の現状について、新聞記事やコラムを

読む。 

第６回 子育て支援② 
事前学習 子育て支援サービスの主要なものを書き出しておく。 

事後学習 児童手当の変遷を自分でもう一度整理しておく。 

第７回 
地域の子育て支援への取り組み 

【レポート課題の提示】 

事前学習 
「地域社会」がキーワードとなっている福祉関連テキスト

をチェックする。 

事後学習 
地域における子育て支援の現状、課題、可能性について考

察する。 



 

 

第８回 施設での家庭支援の考え方 

事前学習 児童福祉施設について調べる。 

事後学習 
児童福祉施設における家庭支援のあり方について整理す

る。 

第９回 家庭支援の基本としての相談支援 

事前学習 保育士が行う相談支援のあり方について考えてくる 

事後学習 
保育士ができる相談支援とはどういうものかについて整理

する。 

第１０回 保育所入所児童の家庭への支援 
事前学習 

保育所の一般的な日課はどのようなものか。タイムテーブ

ルを書き出す。 

事後学習 自分の考える効果的な取り組みとは何か、整理する。 

第１１回 
配慮が必要な児童とその家庭への支援①：

虐待疑いのケース 

事前学習 
報道された児童虐待の事件について、インターネットや書

籍で 1つ以上、読んでおく。 

事後学習 虐待の社会的・経済的背景をふまえて考察する。 

第１２回 
配慮が必要な児童とその家庭への支援②：

登園拒否 

事前学習 「登校拒否」の定義や事例を調べておく。 

事後学習 
自分が保育士であったら当該児童とその家族にどのような

かかわりをするかを考える。 

第１３回 

配慮が必要な児童とその家庭への支援③：

ひとり親家庭のケース 

【レポート提出】 

事前学習 
「ひとり親家庭」の課題として、たとえば何を思い浮かべ

るか、書き出しておく。 

事後学習 
事前に書き出した内容と、授業内容の共通点・相違点につ

いて考える。 

第１４回 
配慮が必要な児童とその家庭への支援④：

発達障害疑いのケース  

事前学習 発達障害に対するイメージを言語化しておく。 

事後学習 
自分が保育士であったら当該児童とその家族にどのような

かかわりをするかを考える。 

第１５回 
まとめ――子育て支援における保育とソー

シャルワーク 

事前学習 
ソーシャルワークとは何か、だいたいの意味を調べておく。

保育所における保育士の専門性について考えを深める。 

事後学習 シラバス 8.の学習目標が達成できたか、自己点検する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家庭支援論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3328 

SCMP3328 

SBMP3328 

SJMP3120 
２．授業担当教員 西村 彩恵 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
児童・家庭福祉論を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

この科目は、保育士資格を取得するための必修科目であり、保育実践に不可欠の知識・技能を学習する

ものである。 
具体的な内容としては、保育士として家庭、地域などを視野に入れた子育て家庭に対する支援のあり方

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

の基本を理解する。 

８．学習目標 

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

3.子育て支援に必要な支援方法、及び関連機関との連携を理解し、実践で活かせるようにする。 
4.保育相談に係る考え方と具体的な方策を理解し、実践で活かせるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１. グループでの討議・発表を含むグループワーク等を行い、考察したものを提出する(各回実施予定)。 

２．子育て家庭への支援のあり方や支援体制についての学習成果として、レポート(「子育て家庭の支援制

度について」)を作成する。 

グループディスカッションを適宜行うため、真摯に学ぶ姿勢と、主体的な参加が求められる。そのため、

グループディスカッションでの姿勢も授業への貢献度として加味する。シラバスの「学習課題」の提出は

原則として求めないが、配布するプリントは、ファイリングして予習・復習の際に各自で活用して欲しい。

特に、復習の際は教科書・プリントを熟読し、授業内容の要点や自分の考えをまとめておくこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】松本園子・永田陽子・福川須美・堀口美智子著『実践・家庭支援論[第 3版]』ななみ書房、2017 

【参考書】社会福祉士養成講座編集委員会編集『新・社会福祉士養成講児童や家庭に対す支援と児童・家

庭福祉論 第 7版』中央法規出版、2019 

【教材】授業内でプリントを配布する。なお、映像教材も適宜使用する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.家庭支援に必要な考え方を理解出来たか。 

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

3.子育て支援に必要な支援方法、及び関連機関との連携を理解出来たか。 

4.保育相談に係る考え方と具体的な方策を理解出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育士は、子どもの成長を支援するだけではなく、子どもの一番身近な存在である家庭を支える役割を

担うことも期待されている。現代の子育て家庭を取り巻く社会的状況への理解(なぜ子育て家庭を支援す

ることが重要なのか)を深めながら、子どもや子育て家庭の支援方法や関係機関との連携について考えて

いく。授業を進めるにあたり、下記の３つの項目に留意すること。また、授業の進捗状況・理解度、受講

者数に応じて、授業内容等を変更する場合がある。 

１．遅刻、欠席に注意し、やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。なお、遅延の

場合は遅延証明書を当日又は次回授業までに担当教員に提出すること。遅延の累積回数が多い場合に

は、遅延を認めない場合もある。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、その他授業を妨げる行為は慎むこと。減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 
事前にメールでアポイントメントを取って下さい。後日、オフィスアワーをお知らせします。 

研究室：6号館 6階 613 メールアドレス：sanishim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：授業の概要と進め方 

家庭・家族の意義と機能 

事前学習 

事前にシラバスを熟読し、配布資料を綴じるファイル

を用意する。教科書 pp.7～24を事前に読み、家庭・家

族の意義と機能について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、家庭・家族の意義と機能につい

て自分の考えをまとめる。 

第２回 家庭支援の必要性 

事前学習 
教科書 pp.26～37、pp.135～142を事前に読み、家庭支

援の必要性について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、家庭支援の必要性について自分

の考えをまとめる。 

第３回 現代の子育て家庭を取り巻く環境 

事前学習 
教科書 pp.37～50、pp.147～150を事前に読み、現代の

子育て家庭を取り巻く環境について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、現代の子育て家庭を取り巻く環

境について自分の考えをまとめる。 

  



 

 

第４回 保育士等が行う家庭支援の原理 

事前学習 
教科書 pp.79～96を事前に読み、保育士等が行う家庭

支援の原理について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、保育士等が行う家庭支援の原理

について自分の考えをまとめる。 

第５回 現代の家庭における人間関係 

事前学習 
教科書 pp.37～49、pp.143～146を事前に読み、現代の

家庭における人間関係について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、現代の家庭における人間関係に

ついて自分の考えをまとめる。 

第６回 地域社会の変容と家庭支援 

事前学習 

教科書 pp.14、pp.26～33を事前に読み、地域社会の変

容と家庭支援について各自情報収集し、内容を整理す

る。 

事後学習 
授業内容をふり返り、地域社会の変容と家庭支援につ

いて自分の考えをまとめる。 

第７回 男女共同参画社会とワークライフバランス 

事前学習 

教科書 pp.39～50、pp.67～68、pp.77～78を事前に読

み、男女共同参画社会とワークライフバランスについ

て内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、男女共同参画社会とワークライ

フバランスについて自分の考えをまとめる。 

第８回 子育て家庭の福祉を図るための社会資源 

事前学習 
認可・認可外保育所の種類や関係機関の役割をまと

める。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子育て家庭の福祉を図るため

の社会資源について自分の考えをまとめる。 

第９回 子育て家庭支援施策・次世代育成支援施策の推進 

事前学習 
教科書 pp.69～78を事前に読み、子育て家庭支援施策・

次世代育成支援施策や法律を調べる。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子育て家庭支援施策・次世代育

成支援施策の推進について自分の考えをまとめる。 

第１０回 子育て支援サービスの概要 

事前学習 
教科書 pp.51～67、pp.157～164を事前に読み、子育て

支援サービスについて内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子育て支援サービスについて授

業内容を要約し、自分の考えをまとめる。 

第１１回 保育所入所児童の家庭への支援 

事前学習 
教科書 pp.104～108を事前に読み、保育所入所児童の

家庭への支援について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、保育所入所児童の家庭への支援

について授業内容を要約し、自分の考えをまとめる。 

第１２回 地域の子育て家庭への支援 

事前学習 
教科書 pp.96～104、pp.151～156を事前に読み、地域

の子育て家庭への支援について内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、地域の子育て家庭への支援につ

いて授業内容を要約し、自分の考えをまとめる。 

第１３回 要保護児童及びその家庭に対する支援 

事前学習 
教科書 pp.109～133を事前に読み、要保護児童及びそ

の家庭に対する支援について内容を整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、要保護児童及びその家庭に対す

る支援について授業内容を要約し、自分の考えをまと

める。 

第１４回 
子育て支援における関係機関との連携 

家庭支援における今後の展望と課題 

事前学習 
教科書 pp.109～133を事前に読み、子育て支援におけ

る関係機関との連携について内容を整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、子育て支援における関係機関と

の連携について授業内容を要約し、自分の考えをまと

める。 

第１５回 家庭支援における今後の展望と課題 

事前学習 
これまでの授業内容をふり返り、最後のまとめの討議

に備える。 

事後学習 
講義内容等をふり返り、家庭支援における今後の展望

と課題について自分の考えをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 韓国の文化と言語Ⅱ （2 単位） 
３．科目番号 

GECM1316 

GECM1326 
２．授業担当教員 橋本 琢 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
春期のテキストを継続して使用するため、「韓国の文化と言語Ⅰ」を受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

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

国の文化に興味を持っている学生が授業の対象として望ましい。  

８．学習目標 

１．ハングルの文字と単語を覚える 

２．基本的な日常会話ができるように学習する 

３．現代の韓国社会の政治・経済・社会・文化などについて理解する。 

４．韓国の伝統文化・名節について理解する。 

５．韓国の歴史や世界遺産などについて理解する。 

６．韓国の文化を直接的に体験し、より深い文化を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．個人レポート：授業で紹介された韓国の文化の一つを選び、日本との相違点や類似点について日本語で

まとめる 

２．状況設定に応じた韓国語での会話のロールプレイを作成し発表する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

李志暎『新装版 できる韓国語 初級Ⅰ』アスク出版、2010。 

【参考書】 

小倉紀蔵『韓国は一個の哲学である <理>と<気>の社会システム』講談社学術文庫、2011。 

金慶珠『歪みの国・韓国』祥伝社新書、2013。 

金成玟『K-POP 新感覚のメディア』岩波新書、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．自己紹介と簡単な会話ができるのか 

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

○評定の方法 

1．ミニテスト及び授業への参加度（発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：２０％ 

3．総括テスト：４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

 受講生は上記の目的達成のため、下記の事を守ることが期待されている。 

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

きな声を出す。 

２）韓国語の学習と並行して韓国文化についての紹介、解説を各講義時に適宜してゆく。 

３）授業中に理解できなかったことをそのまま放っておかず、質問をする。 

４）授業中は私語、居眠りまた途中入出をしない(正当な理由以外は減点の対象になる)。 

５）宿題及びレポートの提出期間を厳守する。 

６）韓国文化に関するグループ討議や会話のロールプレイには、メンバー全員が積極的に参加し、また他人

の発表はきちんと傾聴する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 シラバス説明と現代韓国社会の紹介 
事前学習 

シラバス・教科書に目を通し、韓国について関心のあること

を学習用ノートに箇条書きにして授業に臨む 

事後学習 現代韓国社会について理解したことをノートにまとめる 

第２回 第十課、何時からですか？ 

事前学習 
第十課(pp.94～101)の例文を音読し、「基本文型練習」に解

答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「書いてみましょう」と第 1

課～6課までの復習問題をする 

第３回 第十一課、いつ日本へ来ましたか？ 

事前学習 
第十一課(pp.102～109)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「書いてみましょう」と「話

してみましょう」を復習する 

第４回 第十二課、お名前は？ 

事前学習 
第十二課(pp.110～117)の例文を音読し、「基本文系練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「書いてみましょう」と「命

令・挨拶表現」を復習する 

  



 

 

第５回 
第十三課、どちらへ行っていらっしゃいま

したか？ 

事前学習 
第十三課(pp.118～123)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「聴いてみましょう」と「書

いてみましょう」を復習する 

第６回 
第十四課、日本と韓国は似ているけど、け

っこう違うでしょう？ 

事前学習 
第十四課(pp.124～129)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「書いてみましょう」と「話

してみましょう」を復習する 

第７回 第十五課、温泉に行きたいです。 

事前学習 
第十五課(pp.130～137)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「話してみましょう」と「書

いてみましょう」及び第 11～15課までの復習をする 

第８回 
第十六課、プレゼントを買うのでお金をた

くさん使います。 

事前学習 
第十六課(pp.138～143)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 授業で学習した例文を音読し、「応用練習」を復習する 

第９回 
第十七課、結婚式に何を着ていけばいいで

すか。 

事前学習 
第十七課(pp.144～149)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「話してみましょう」と「聴

いてみましょう」を復習する 

第１０回 第十八課、食事でも一緒にしましょうか？ 

事前学習 
第十八課(pp.150～155)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、韓国語で勧誘(食事やイベン

トなど)の会話のロールプレイを作成する 

第１１回 
第十九課、写真をちょっと撮っていただけ

ますか。 

事前学習 
第十九課(pp.156～161)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「聴いてみましょう」と韓国

語の「～てください」表現の復習をする 

第１２回 第二十課、自転車に乗ることができますか。 

事前学習 
第二十課(pp.162～170)の例文を音読し、「基本文型練習」に

解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「聴いてみましょう」と第 16

～20課までの復習をする 

第１３回 韓国の儒教文化について理解する 

事前学習 
事前に配布する韓国の儒教文化に関する資料を読み、その基

本概念について、学習 

事後学習 
関心を持っている韓国文化と韓国の儒教文化の関連性につ

いて学習用ノートにまとめておく 

第１４回 韓国語による韓国文化の紹介 

事前学習 

第1回授業の事前学習で箇条書きにしておいた韓国への関心

事について、韓国語(または日本語)による紹介文の作成して

おく 

事後学習 
最もよかった発表をひとつ選び、その評価のポイントを箇条

書きにしておく 

第１５回 全体のまとめ 
事前学習 

授業を通じて新たに発見した韓国の魅力についてまとめて

おく 

事後学習 今後、韓国とどのような関わり合いを持ちたいかをまとめる 

 



 

 

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

２．授業担当教員 面川 幸子 

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

習などで構成する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

専門性に基づいた看護業務に関する理解等が求められる。 

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

る自己の考えを記述することができるようになる。 

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

準備をすることができる。 

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

護技術を体験し、学びと課題の自覚をすることができる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

【レポート課題２】「看護臨床実習における自己目標と自己課題」 

※ 提出期限については、授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

習ハンドブック』東山書房。 

【参考書】 

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

援を中心に－』東山書房。 

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

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

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

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

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

をすることができているか。 

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

護技術を体験し、学びと課題を自覚することができたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

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

評価します。 

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

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

発見する力・表現する力が培われていくことを期待しています。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

○オリエンテーション 

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

○看護臨床実習の目的と意義 

事前学習 

養護教諭取得を志す自分にとって、なぜ看護臨

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

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

  



 

 

第２回 

○看護臨床実習の方法 
・実習機関・実習内容・実習形態 
○「実習」とは・実習生の心得・学び方・態度 

○看護臨床実習に向けた自己課題 

事前学習 
教科書 pp.14-23 を読み、どのように感じたか
をまとめ、発表できるようにしておく。 

事後学習 
養護教諭を志す自分が看護臨床実習において

学びとりたいことについてまとめる。 

第３回 

○医療系施設の種類・病院の分類 

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

○病院において看護臨床実習に臨むことの目的 

事前学習 

教科書 pp.26-32 を読み、わかったこと、わか

らなかったことを、発表できるようにしてお
く。 

事後学習 
自分が病院実習で学ぶべきと考えることにつ

いて、まとめておく。 

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

て（本学の実習日誌を含む） 

事前学習 
教科書 pp.36-42 を読み、わかったこと、わか

らなかったことを発表できるようにしておく。 

事後学習 
教科書 pp.43-45 を参照し、看護臨床実習に向
けての自己学習課題をまとめておく。 

第５回 

○各診療科における看護臨床実習① 
・グループ学習課題の決定 

・グループワーク：第 8回・9回の講に向けての学習計
画 

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

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

第６回 

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

・発表に向けた準備 

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

事後学習 
グループワークを通しての、発表に向けた自己

学習課題に関する学習をしておく。 

第７回 

○各診療科における看護臨床実習③ 

（グループワーク 
・調べてきた知識や学びの共有 
・発表に向けた準備 

事前学習 
グループ発表における質疑応答も踏まえた準

備をしておく。 

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

第８回 

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

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

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

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

事前学習 
グループ発表における質疑応答も踏まえた準
備をしておく。 

事後学習 

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

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

ワークシートにまとめる。 

第９回 

○各診療科における看護臨床実⑤ 

（グループ発表：「小児科」「精神科・心療内科」「内科」
「整形外科」「眼科」「歯科口腔外科」「耳鼻咽喉外科」
「皮膚科」「産科・婦人科」「（その他）」のなどのグルー

プごとに、次の学習内容を発表する 
・当該診療科の特色・実習の目的と目標（外来と病棟） 
・実習の内容（外来と病棟）・学校保健に関する症状・

疾患、及び検査・治療について 
・看護師が目指していると思われること 
・養護教諭を目指す学生が学びとるべきと考えること 

事前学習 
グループ発表における質疑応答も踏まえた準

備をしておく。 

事後学習 

グループ発表での学びを想起しながら教科書

pp44～74 を読み、自己学習課題を明らかにし
ておく。 
また、健康障害のある人々や検査や治療を必要

とする人々の生活体験と看護の役割について
ワークシートにまとめる。 

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

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

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

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

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

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

第１２回 

○看護臨床実習に向けて見出した課題に関する学習③ 

（身体計測・フィジカルアセスメント・無菌操作・包帯
法等を想定） 

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

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

第１３回 

○看護臨床実習に向けて見出した課題に関する学習④ 

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

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

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

第１４回 

○看護臨床実習の目標の明確化 

○看護臨床実習に向けての自己課題の明確化（本学に実
習日誌を含む） 

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

ておく。 

事後学習 
授業での学びを踏まえて、看護臨床実習の自己
目標および課題をまとめておく。 

  



 

 

第１５回 

○看護臨床実習記録の書き方・評価の仕方 

○看護臨床実習に臨む上での心構え 
○本科目全体を通しての学びの想起（まとめ） 

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

事後学習 
授業での学びを踏まえて、看護臨床実習の自己

目標および自己課題を新たにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 看護臨床実習指導 （2 単位） 

３．科目番号 EDHE3378 

２．授業担当教員 髙橋 登志子 

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

習などで構成する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

専門性に基づいた看護業務に関する理解等が求められる。 

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

る自己の考えを記述することができるようになる。 

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

準備をすることができる。 

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

護技術を体験し、学びと課題の自覚をすることができる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント（宿題）】 

課題１．養護教諭における看護臨床実習の目的、意義、位置づけについて述べてください。 

課題２．小児科の代表的疾患・症状・治療法・検査について述べてください。 

課題３．移動援助の実習を通して、学んだことを述べてください。 

提出方法については授業中に提示する。    

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 中桐佐智子・岡田加奈子編『改訂 養護教諭のための保健・医療・福祉系実習ハンドブック』、

東山書房、2013。 

      東京福祉大学編『教育実習の手引き』 

      東京福祉大学編『養護実習・看護臨床実習の手引き』 

【参考書】 『看護学事典』 

提示以外に必要な参考書は随時提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

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

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

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

をすることができているか。 

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

護技術を体験し、学びと課題を自覚することができたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

「看護臨床実習指導」は、地域看護の実態を把握するとともに、看護現場で経験豊かな指導者の下で患者

と直接的に触れ合い、養護教諭としての自覚や資質を高めるための基礎的能力や態度を養うこと。 

養護教諭を目指す学生として医療機関で実習するということを念頭に心構え、態度、基本的知識・技術の

習得できるように臨んでください。学校では、養護教諭の職務の中で、「看護の機能」に対するニーズは高い

と言われています。この授業を通し、実践的な知識や技術が身につくことを期待しています。 

授業には教科書を必ず持参すること、事前学習を必ず確認して参加してください。また、実習を取り入れ

た授業体制であるため動きやすい服装（靴を含む）で参加してください。 

授業中は通信手段の電源を切ってください。 

13．オフィスアワー 
授業日は、授業と授業の間の時間、授業終了後 非常勤講師室で対応する。 

授業日以外に連絡を必要とした場合は sannke_tt@yahoo.co.jp に連絡してください。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション   

看護臨床実習の目的と意義 

事前学習 
テキスト pp.8～16 の内容を読んで看護臨床実習目的は何かを

看護臨床実習用ノートに記述してくること。 

事後学習 
養護教諭における看護臨床実習の目的、意義、位置づけについ

て看護臨床実習用ノート記述して第 2回目の授業に提出する。 



 

 

第２回 

実習の方法 

  実習場所と実習内容について 

実習生の心得・実習のルール・留意点 

事前学習 

テキスト pp.8～23 の内容を読んで実習の方法、実習の心得は

どのようなことかを読んで看護臨床実習用ノートに記述して

くること。 

事後学習 

自己の希望する実習場所について、どのような実習機関・施設

なのか、関係する法的な事項について調べノートにまとめる。 

自己が行動できるように「実習生の心得・実習ルール・態度等」

について授業の内容を看護臨床実習用ノートに記述する。 

第３回 医療系施設における実習 

事前学習 

テキスト pp.26～45の内容を読んで臨むこと。 

病院と病床の種類別を調べて看護臨床実習用ノートに記述し

てくること。 

事後学習 
各科に共通する見学・参加可能実習内容を看護臨床実習用ノー

トにまとめる。 

第４回 

各科実習とその具体的展開（看護技術の

演習・地域医療と学校保健の連携に関す

る内容を含） 

① 小児科・内科の実習 

事前学習 
テキスト pp.46～49、pp.53～54 の小児科実習の特徴、内科実

習の特徴とは何かを読んでくること。 

事後学習 

小児科実習内容、内科実習内容についてまとめる。小児の正常

な形態的発達・機能的発達・精神・運動機能の発達、内科の疾

患・症状・治療法・検査を看護臨床実習用ノートに記述する。 

第５回 ② 精神科・神経科の実習 

事前学習 テキストpp.49～52精神科・神経科実習の特徴とは何かを読む。 

事後学習 
精神科・神経科実習の疾患・症状・治療法・検査を看護臨床実

習用ノートに記述する。 

第６回 ③ 外科・整形外科の実習 

事前学習 
テキスト pp.54～61外科実習、整形外科実習の特徴とは何かを

読む。 

事後学習 
外科実習内容・整形外科実習の疾患・症状・治療法・検査を看

護臨床実習用ノートに記述して第 7回の授業に提出する。 

第７回 ④ 眼科・耳鼻咽喉科の実習 

事前学習 
テキスト pp.61～64、pp.66～69 眼科の実習、耳鼻咽喉科実習

の特徴とは何かを読む。 

事後学習 
眼科実習、耳鼻咽喉科実習の疾患・症状・治療法・検査を看護

臨床実習用ノートに記述する。 

第８回 ⑤ 歯科口腔外科の実習 

事前学習 
テキストpp.64～66歯科口腔外科の実習内容の特徴とは何かを

読んでくること。 

事後学習 
歯科口腔外科実習の疾患・症状・治療法・検査を看護臨床実習

用ノートに記述する。 

第９回 ⑥ 皮膚科・産婦人科の実習 

事前学習 
テキスト pp.69～74皮膚科実習、産婦人科実習の特徴とは何か

を読んでくること。 

事後学習 
皮膚科実習、産婦人科実習の疾患・症状・治療法・検査を看護

臨床実習用ノートに記述する。 

第１０回 
看護臨床実習記録の書き方・評価の仕方

について① 

事前学習 

テキストpp.75～82の内容を読んで看護臨床実習で利用される

実習記録にはどのようなものがあるかを調べて看護臨床実習

用ノートに概要を記述してくること。 

事後学習 
看護臨床実習記録を授業中に提示した事例を用いて記録用紙

に記述して第 11回授業時に提出する。 

第１１回 
医療機関での生活環境の想定した(ベッ

ドメーキングの作成を含)実習 

事前学習 
第 10 回の授業の終了時に提示する配布資料を読み、留意点に

ついては記述してくること。 

事後学習 実習した内容を看護臨床実習用ノートに記述すること。 

第１２回 
体位変換・移動の援助・衣類の着脱の実

習 

事前学習 
第 11 回の授業の終了時に提示する配布資料を読み、留意点に

ついては記述してくる。 

事後学習 
課題レポート提出…移動援助に関連した内容 

提出内容については授業終了時に提示する。 

第１３回 包帯・三角巾による傷病時実習 

事前学習 
第 12 回の授業の終了時に提示する配布資料を読み、留意点に

ついては記述してくる。 

事後学習 
包帯・三角巾の実技の基本から応用について看護臨床実習用ノ

ートにまとめる。 

第１４回 
グループ討議『看護臨床実習において学

びとりたいこと、体験したいこと』 

事前学習 
今までの学びを統合して「看護臨床実習の目的とあなた個人の

実習課題」を記述してくる。 

事後学習 
看護臨床実習の目的とあなた個人の実習課題を看護臨床実習

用ノートに記述して提出。 

第１５回 

看護臨床実習に関連する基礎知識の確

認（解剖生理学、薬理学、医学、看護学

等） 

事前学習 

第 14 回に看護臨床実習に関連する基礎知識の配布資料の内容

を読む。 

テキスト pp.188～197の医学、看護学内容を読む。 

事後学習 
「看護臨床実習に必要な知識・技術」に関する薬理学を中心に

学びを看護臨床実習用ノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 起業経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4105 

２．授業担当教員 岡田 高明 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学、暮らしの経済、経営学などを併せて履修するとより深い理解が進む。 

７．講義概要 

 日本経済の再生のためにはイノベーションを生み出すベンチャー企業が不可欠である。起業家精神やベ

ンチャーマインドはベンチャー企業だけではなく、大企業にとっても重要性を増している。ベンチャー企

業の経営は容易ではないが、ベンチャーを成功させるには、立ち上げから、成長，発展まで的確なビジネ

スプランの作成と、市場戦略、資金調達戦略、組織戦略、IPO 戦略ならびに各種支援が必要である。起業

家精神を涵養し、失敗を恐れず新しいことに果敢に挑戦するベンチャー・ビジネスの立ち上げから成功に

導く経営方法について、考察する。 

８．学習目標 

１．起業の意義と方法を理解し、説明することが出来る。 

２．ベンチャーの企業経営について理解し、説明することが出来る。 

３．ベンチャーの成長戦略について理解し、説明することが出来る。 

４．ベンチャーの成長段階に相応しい資金調達を理解し、説明することが出来る。 

５．IPO 市場と上場プロセスを理解し、説明することが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントは課さない。授業内で長期休暇中の課題レポートを提示する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

齋藤毅憲・渡辺峻編著『自分で企業をつくり、育てるための経営学入門』文眞堂、2017 年。 

【参考書】 

東京弁護士会親和全期会『起業と経営の基本知識がわかる本 - 弁護士税理士による実践書』 

自由国民社 2014。 
11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

将来の起業した場合の事業計画をプレゼンできるようにする。 

○評定の方法 

講義内レポート・発表 20% 授業参加 80％ 間違えてもいいから参加して考える力を重要視する。 

12．受講生への 

メッセージ 

個人にとって「起業して働く」ことは、キャリア形成の有力な選択肢になっている。すでに大企業神話は

崩壊し、労働力市場の流動化が進み、集団主義的な組織風土の限界が露呈しているなかでは、もはや、「雇

われて働く」ことがすべてではなくなっている。一方で、起業は、魅力的ではあるが、リスキーな選択肢

でもある。さらに、経済社会の活性化に貢献するものでもあり、福祉関連事業においても、起業機会は存

在する。本講座の履修を通じて、一人でも多くの受講生が仕事のひとつの選択肢として、起業を位置付け

てもらえるようになれば幸いだ。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認してお

く。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第２回 第 1 章 キャリアの選択肢としての「起業」 
事前学習 教科書の pp1〜12 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第３回 第 2 章 あなたも企業ができる－事例から学ぶ 
事前学習 教科書の pp15〜26 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第４回 第 3 章 「企業」をうながす推進要因 
事前学習 教科書の pp29〜39 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第５回 第 4 章 起業の主な形態と効果 
事前学習 教科書の pp43〜54 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第６回 第 5 章 起業機会の発見 
事前学習 教科書の pp57〜68 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第７回 第 6 章 起業を実現するための要因 
事前学習 教科書の pp71〜82 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第８回 第 7 章 起業プランの作成 
事前学習 教科書の pp85〜96 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第９回 
第８章 起業家としてのインディペンデント・コント

ラクター 

事前学習 教科書の pp99〜110 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１０回 第 9 章 「起業家社会」のための企業支援 
事前学習 教科書の pp113〜124 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１１回 第 10 章 経営学と起業 
事前学習 教科書の pp127〜138 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１２回 グループケーススタディ（「経営学のススメ」演習①） 
事前学習 

教科書の pp13〜42 の各章の終わりにある
「経営学のススメ①〜③」を読んでくる。 

事後学習 自分たちのプレゼンテーションのレビュー



 

 

をしておく。 

第１３回 グループケーススタディ（「経営学のススメ」演習②） 

事前学習 
教科書の pp55〜84 の各章の終わりにある
「経営学のススメ④〜⑥」を読んでくる。 

事後学習 
自分たちのプレゼンテーションのレビュー

をしておく。 

第１４回 グループケーススタディ（「経営学のススメ」演習③） 

事前学習 
教科書の pp97〜142 の各章の終わりにある
「経営学のススメ⑦〜⑩」を読んでくる。 

事後学習 
自分たちのプレゼンテーションのレビュー

をしておく。 

第１５回 総括－まとめ 
事前学習 これまでの講義概要を理解しておく。 

事後学習 講義全体のまとめを行う。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 起業経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4105 

２．授業担当教員 相馬 一天 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 日本経済の再生のためにはイノベーションを生み出すベンチャー企業が不可欠である。起業家精神やベ

ンチャーマインドはベンチャー企業だけではなく、大企業にとっても重要性を増している。ベンチャー企

業の経営は容易ではないが、ベンチャーを成功させるには、立ち上げから、成長，発展まで的確なビジネ

スプランの作成と、市場戦略、資金調達戦略、組織戦略、IPO 戦略ならびに各種支援が必要である。起業

家精神を涵養し、失敗を恐れず新しいことに果敢に挑戦するベンチャー・ビジネスの立ち上げから成功に

導く経営方法について、考察する。 

８．学習目標 

１．起業の意義と方法を理解し、説明することが出来る。 

２．ベンチャーの企業経営について理解し、説明することが出来る。 

３．ベンチャーの成長戦略について理解し、説明することが出来る。 

４．ベンチャーの成長段階に相応しい資金調達を理解し、説明することが出来る。 

５．IPO 市場と上場プロセスを理解し、説明することが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．起業により成功した会社のビジネスモデルを整理し、成功要因を論ずること。２．自らの起業プラン
を作成すること。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】忽那憲治他『アントレプレナーシップ入門－ベンチャーの創造を学ぶ』有斐閣 2013年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

将来の起業した場合の事業計画をプレゼンできるようにする。 

○評定の方法 

講義内レポート・発表 20% 授業参加 80％ 間違えてもいいから参加して考える力を重要視する。 

12．受講生への 

メッセージ 

起業と企業経営について包括的かつ平易に説明する。授業時間中に質問や意見を積極的に述べて学習して
欲しい。 

13．オフィスアワー 授業中に連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション：起業とは 
事前学習 

起業についてインターネット等で調べ、まと
める 

事後学習 起業とは何かまとめる 

第２回 起業リスクについて 
事前学習 テキストの予習 (pp.19～34） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる  

第３回 顧客と事業機会、アイデアとマーケット 
事前学習 テキストの予習 (pp.35～45） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第４回 アイデアの発想法：ブレーンストーミング 
事前学習 テキストの予習 (pp.47～58） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第５回 儲けるための仕組み、収益構造 
事前学習 テキストの予習 (pp.59～74) 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第６回 マーケットのライフサイクルとイノベーション 
事前学習 テキストの予習 (pp.75～89） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第７回 ニッチマーケットとマーケットの創造 
事前学習 テキストの予習 (pp.91～105） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第８回 相対的な強みの創造：競合分析 
事前学習 テキストの予習 (pp.107～120） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第９回 事業コンセプトから事業計画への展開 
事前学習 テキストの予習 (pp.121～134） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第１０回 パートナー、チームおよび人材 
事前学習 テキストの予習 (pp.135～148） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第１１回 エンジェルとベンチャーキャピタル 
事前学習 テキストの予習 (pp.149～164） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第１２回 資本政策および資金管理、株式とキャッシュフロー 
事前学習 テキストの予習 (pp.165～184） 

事後学習 授業で学習したことをまとめる 

第１３回 ビジネスプランの作り方：コンセプトから事業計画まで 
事前学習 ビジネスプラン作成の要点をまとめる 

事後学習 ビジネスプランを作成する 

第１４回 ビジネスプランの発表 
事前学習 作成したビジネスプランを見直す 

事後学習 発表されたビジネスプランを整理する 

第１５回 ビジネスプランの評価とまとめ 
事前学習 ビジネスプランをブラッシュアップする 

事後学習 講義全体のまとめを行う 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 企業統治論（非営利企業を含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3116 

２．授業担当教員 菊池 敏夫 

４．授業形態 講義を主にしながら質問、報告、討論の時間をつくり進める。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

1）企業の健全な経営のため最も重要な機能は企業統治だといわれている。まず企業統治（コーポレート・ガ

バナンス）とは何かについて理解を深める。 

2）企業という場合、株式会社などの営利企業のほかに非営利企業(NPO 法人など)、最近では社会的企業と

表現される企業があるが、株式会社を中心としつつ、各種の企業経営に共通の機能として企業統治機能の

内容を解明する。 

3）企業活動のグローバル化にともない、日本をはじめアメリカ、中国、韓国、ドイツなどの企業統治の特徴

を具体的にとりあげ、国際化への知的対応を準備する。 

８．学習目標 

将来、企業（営利企業、非営利企業）へ就職したり、企業を設立、運営したり、企業と関係することが多い

と思われ、そのような意味から学習の目標としては、1）企業の立場から企業統治を考えるとともに、2）企

業の利害関係者（ステイクホルダー）の立場から、株主、従業員、顧客、地域社会などの視点から考え、3）

数多くの具体的な事例をとりあげ、問題への認識を深めることを目標とする。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

講義でとりあげ学習した問題または関連するテーマについて課題を示し、それについてレポートを作成また
は報告する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】菊池敏夫『企業統治論』税務経理協会、2014年。毎回講義資料を配布。 
【参考書】菊池敏夫・太田三郎・金山権・関岡保二編著『企業統治と経営行動』文眞堂、2012年。 

菊池・平田・厚東編著『企業の責任・統治・再生―国際比較の視点―』文眞堂、2008年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業統治に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２．期末試験        総合点の４０％ 

３．課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

将来、企業（営利・非営利企業）への就職、企業の設立、企業の経営管理への参加などの機会を想定しなが
ら学習することをおすすめしたい。そうすることによって学習が将来の夢の実現への準備となり、問題を真
剣に考えられるようになるからである。 

13．オフィスアワー 別途、お知らせする。 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
企業統治（コーポレート・ガバナンス）とは
何か、その主な内容への理解を深める 

事前学習 シラバスの企業統治の内容を読んでおくこと。 

事後学習 講義内容を復習する。 

第２回 

企業統治が提起されてきた理由、背景は何か
―日本、アメリカ、中国、イギリスなどの事
情、経営の方針と理念の重要性などをとりあ
げる 

事前学習 テキスト第 1章の 1・2を読み、問題の背景を理解。 

事後学習 講義内容を復習する。 

第３回 
企業統治は企業の利害関係者（ステイクホル
ダー）と関連している―企業のステイクホル
ダーとは何か、企業との関係 

事前学習 
テキスト第 1 章の 2 を読みステイクホルダーの意味を理
解。 

事後学習 
ステイクホルダーと企業との関係、経営の意思決定への影
響を学習。 

第４回 
企業統治と CSR の関係、企業統治からみた企
業責任の位置 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 配布資料の内容復習。 

第５回 日本における企業統治改革の歴史 

事前学習 企業統治改革の歴史を第 1章の 3で学習。 

事後学習 企業統治改革の内容を復習。 

第６回 企業統治からみた日本の会社制度 

事前学習 テキスト、第 3章の 1を読み問題への理解を深める。 

事後学習 配布資料、講義内容を復習。 

第７回 日本の企業統治と取締役会 

事前学習 
テキスト、第 3章の日本の取締役を読み、取締役会の機能
を理解。 

事後学習 取締役会の機能の内容を復習。 



 

 

第８回 中国の企業統治改革の歩み、その現状、特徴 

事前学習 テキスト、第 3章の 2を読み理解。 

事後学習 講義内容、資料の整理。 

第９回 
アメリカ、イギリスの企業統治改革の特徴、
サーベンズ・オクスリー法と日本への影響 

事前学習 
配布資料を精読、サーベンズ・オクスリー法の制定目的を
理解。 

事後学習 講義内容、資料の復習。 

第１０回 韓国の企業統治改革、その特徴と問題点 

事前学習 テキスト、第 3章の韓国の企業統治を読み問題を理解。 

事後学習 配布資料、講義から最近の動向を理解。 

第１１回 
企業統治からみた社外取締役、独立取締役の
機能 

事前学習 
執行に対する監視機能をどこに位置づけるかを考える。テ
キスト第 4章を読む。 

事後学習 講義内容から何が問題かを考える。 

第１２回 非営利企業の企業統治を考える 

事前学習 
非営利企業の企業統治機能を発揮するために 
第 6章を読みどのような方法が望ましいかを考える。 

事後学習 有効な方法を理解。 

第１３回 非営利企業における企業統治の主要問題 

事前学習 
第 6章を読み NPO法人など非営利企業および社会的企業に
ついて考える。 

事後学習 
講義、資料、第 6 章により、NPO、社会的企業のガバナン
スの核心は何かを理解。 

第１４回 
大規模自然災害と企業統治の問題―経営立地
の決定、ＢＣＰ（事業継続計画）の策定など 

事前学習 配布資料から問題を考える。 

事後学習 立地選定基準およびＢＣＰの重要性を理解。 

第１５回 講義全体のまとめ、総括 

事前学習 講義内容全体の復習。 

事後学習 最終リポート提出。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育学概論（初等）／教育学概論（初等・幼） （2 単位） 
３．科目番号 SJMP1105 

２．授業担当教員 後藤 泰博 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 春期／秋期 

６ 履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

点から今日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい保育・教育」のあり方を考える上で

求められる基礎的知識の修得を目的とする。具体的には、主に保育士・幼稚園（または小学校教諭）にな

るための土台となる教育の基本的概念や理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、そ

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

られ、変遷してきたのかについて、受講者同士の対話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

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

営みを再考できるようになること。 

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

て教育実践における覚悟と責任と寛容さを培えるようになること。 

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

になること。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

①宿題として、次回の授業内容と関連する用語調べを求めることもある。 

②以下の内容のレポートを求める。最後の授業までに必ず提出する（成績評価の対象であるとともに、授

業で用いるため必ず提出すること） 

 ・教育や保育にかかわる新聞記事を探し、その概要を記す。（200字程度） 

 ・それについて授業内容やテキストの記述をふまえてコメントを付す。（800～1200字程度） 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 
改訂第 3 版 新 保育士養成講座編纂委員会『新 保育士養成講座 第２巻 教育原理』全国社会福祉協議
会、2018年。 

【参考書】 

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

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第４版』中央法規、2013年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

（知識・理解） 

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

（関心・意欲・態度） 

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

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

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

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

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

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１）授業は講義を中心に展開していきますが、議論や発表など学生が参加できるような機会をつくります。

そのような場では、ぜひ積極的に取り組んでください。 

２）授業中の迷惑行為（私語など）、飲食、携帯電話やゲーム機の使用などは禁止します。マナー違反の学

生に対しては減点するともに退室を命じます。 

３）厳正な出席管理をするために指定する座席に着席してください。また、授業中の許可のない教室の出

入りは認めません。 

４）遅刻は３０分までの入室とし、それを超えると欠席となります。 

13．オフィスアワー 授業内で提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス 

事前学習 
これまで受けてきた「教育」の意味を考える。教科書を

概観する。 

事後学習 
教育学に関係のある教育分野について調べ、ワークシ

ートにまとめる。 

第２回 
教育の意義・目的（１） 

−「教育」と「保育」とめぐる歴史的経緯− 

事前学習 
教科書第１章第１節～２節を読み、教育の定義と意義・

目的に関する予備知識を持つ。 

事後学習 「ルソーの教育論」についてワークシートにまとめる。 

  



 

 

 

第３回 

教育の意義・目的（２） 

−教育と児童福祉との関連性・人間形成と仮定・

地域・社会等との関連性− 

事前学習 
教科書第１章第３節～第４節を読み、教育と児童福祉

との関連性に関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育と福祉」・「人間形成と家庭・地域・社会との関連

性」についてワークシートにまとめる。 

第４回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（１） 

−古代から中世の教育と教育思想− 

事前学習 
教科書第２章第１節を読み、古代から中世の教育と教

育思想に関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「古代から中世の教育と教育思想」についてワークシ

ートにまとめる。 

第５回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（２） 

−近世から近代の教育と教育思想 

事前学習 

教科書第２章第１節を読み、コメニウス・ロック・ルソ

ー・ペスタロッチ・フレーベルの教育思想と子ども観

ついての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育思想と子ども観の関係」についてワークシート

にまとめる。 

第６回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（３） 

−近代公教育制度の確立と教育学の発展− 

事前学習 

教科書第２章第 1 節を読み、ヘルバルト・デューイ・

モンテッソーリの教育思想と子ども観ついての予備知

識を持つ。 

事後学習 
「教育思想と子ども観の関係」についてワークシート

にまとめる。 

第７回 
日本の教育の思想と歴史的変遷（１） 

−古代から近世の教育と教育思想− 

事前学習 

教科書第２章第２節を読み、日本の古代から近世まで

の教育思想と子ども観の歴史についての予備知識を持

つ。 

事後学習 
「近世の教育思想と子ども観」についてワークシート

にまとめる。 

第８回 
日本の教育の思想と歴史的変遷（２） 

−近代・現代の教育と教育思想− 

事前学習 
教科書第２章第２節を読み、日本の近代以降の教育思

想と子ども観の歴史についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「日本の教育思想における子ども観の歴史的変遷」に

ついてワークシートにまとめる。 

第９回 
学校教育制度に関する歴史とその社会的機能

について 

事前学習 
教科書第３章第１節～第４節を読み、「学校教育の機

能」と「子どもの権利」についての予備知識を持つ。 

事後学習 「学校教育制度の課題」についてレポートにまとめる。 

第１０回 諸外国の教育制度について 

事前学習 

教科書第３章第５節を読み、諸外国の教育のしくみを

読み、関心のある国の教育制度の特徴についてレポー

トにまとめてくる。 

事後学習 
国別グループ発表をふまえ、諸外国の教育制度からの

学びをレポートにまとめる。 

第１１回 
教育実践に関する歴史と思想（１） 

−教育方法の歴史・学習理論− 

事前学習 
教科書第４章第１節を読み、教育方法の歴史・学習理

論についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「デューイの思想が教育実践に与えた影響」について

レポートにまとめる 

第１２回 
教育実践に関する歴史と思想（２） 

−教育内容・指導原理− 

事前学習 
教科書第４章第２節を読み、カリキュラムや指導原理

についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育実践の多様な取り組み」についてレポートにま

とめる。 

第１３回 生涯教育・社会教育に関する歴史と思想 

事前学習 
教科書第５章第１章を読み、生涯学習に関する思想に

ついての予備知識を持つ。 

事後学習 
生涯教育・社会教育の理念と意義をワークシートにま

とめる。 

第１４回 現代社会における教育課題 

事前学習 
教科書第５章第２節を読み、現代社会の教育的課題に

関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「現代社会における教育課題」について、歴史的な視

点からレポートにまとめる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
教科書、配布資料を読みなおし、これまでの 14 回の授

業内容を振り返る。 

事後学習 
授業内容を踏まえたうえで、理解が不足していた点を

再度学習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE1103 

２．授業担当教員 池田 芳和 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身

の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。」ことの意義や編成の
方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解す
る。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

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

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

理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教育課程について、授業で学んだことから、これからの学校はどうあるべきか論じてください（1000字程度。

提出方法など詳細は講義中に指示する）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説｢総則｣』東洋館出版。 

【参考書】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

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

幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

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

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

学校教育を担う教員を目指す皆さんにとって基礎基本ともいえる学習である。児童として学校教育を受けて

きた視点から、学校教育を提供する側へ視点変換して学びを深めてほしい。児童の側にたった授業に直接結

びつく内容であることから真剣に学習に取り組んでくれることを期待している。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
〇オリエンテェーション 
・「教育課程論」の目標及び学習内容と今 
後の予定、授業の進め方を確認する。 

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 学校での経験を振り返る。 

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

事前学習 学校生活で時間割があることを考えておく。 

事後学習 「教育課程論」を学ぶ意義について復習する。 

第３回 

〇学校教育の目的・目標は、どのようにな 
っているか。 

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

事前学習 学校教育の目的・目標を調べる。 

事後学習 学校教育の目的・目標についてまとめる。 

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

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
講義内容をふまえ、教育法規について、配布資料に
まとめる。 

第５回 

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

事前学習 教科書を読んでおく。 

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

第６回 

〇授業時数等はどのように決められてい 
るか。 

・学校教育法施行規則や教科書から授業 
時間の取扱いについて調べ、国語の時数 
が多い理由について考えあう。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
授業時数の取扱、教科によって時数の違いをまとめ
る。 

第７回 

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

について考えあう。 

事前学習 新学習指導要領の総則を読んでおく。 

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

第８回 

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

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

事後学習 
主体的・対話的で深い学びと授業改善について整理
する。 

第９回 

○言語活動の充実と教科指導 
・言語活動の充実と各教科の基礎的・基 
本的知識技能と思考力育成の関係につ 
いて学びあう。 

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

事後学習 言語活動の充実と思考力育成の関係をまとめる。 

第１０回 

○体験活動の充実と学習指導の充実 
・教育課程における体験活動の意義につ 
いて学び、学習指導にどのように生か 
すのか話し合う。 

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

事後学習 体験学習の充実と教科指導の関連をまとめる。 

  



 

 

第１１回 

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

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

事後学習 
学びの成立のためには学級経営が果たす役割が大き
いことを整理する。 

第１２回 

○学習評価の考え方と実施方法 
・学習評価について意義と役割を学び、 
実際にどのように実施されているのか、 
目標に準拠した評価を例に学ぶ。 

事前学習 学習評価について教科書を読んでおく。 

事後学習 
目標に準拠した評価の考え方を集団に準拠した評価
と比べ、質を高める方法をまとめる。 

第１３回 
○教育課程と道徳教育の推進 
・教育課程における道徳教育の位置づけ 
や意義について話し合い、まとめる。 

事前学習 道徳教育について，教科書を読んでおく。 

事後学習 教育課程上の道徳教育の役割をまとめる。 

第１４回 

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

事前学習 
カリキュラム・マネジメントについて、教科書を読
んでおく。 

事後学習 学校評価の方法についてまとめをしておく。 

第１５回 
○開かれた教育課程 
開かれた教育課程の意味を調べ、学校と家庭や
地域社会との連携の重要性について話し合う。 

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

事後学習 
開かれた教育課程を編成・実施・評価する方法につ
いて、レポートにまとめる。 
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１．科目名（単位数） 教育課程論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 
SJTC3411 

EDTE1103 
２．授業担当教員 鈴村 邦夫 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心

身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。」ことの意義や編
成の方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を
理解する。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

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

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

を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

教育課程について、授業で学んだことから、これからの学校はどうあるべきか、将来今日子供たちが直面

するであろう社会の変化について触れ、自分の考えを論じてください（1000字程度。提出方法など詳細は

講義中に指示する）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説｢総則｣』東洋館出版。 

【参考書】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

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

幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

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

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

教育課程は、各学校で編成される教育活動の計画(カリキュラム)です。教育課程（学校のカリキュラム）

は、学校教育法や小学校学習指導要領などを基に、地域の実態や子供の状況などを考慮しながら、学校の

特色を生かして編成します。今年度から小学校では、新学習指導要領が本格実施となり、その教育課程が

変更になりました。先行き不透明で、予測が困難な時代を生きる子供たちにどのような資質が必要とされ

ているかを想像し、理解していなければなりません。教師には、学校の教育課程の編成に積極的に関わっ

て、今日的な課題や子供、地域の実態に応じた具体的なカリキュラムを編成するカが求められています。

デザインするだけでなく実践し、その後、評価を行いカリキュラムを改善していくカが必要です。目指す

べき子供の実現のために、そして、子供たちの生き生きとした学習活動を導くために、教師として教育課

程の基礎基本を学び、必要とされるカリキュラム・デザインの力を磨き教師として必要な基礎的知識を高

めてください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
〇オリエンテェーション 
・「教育課程論」の目標及び学習内容と今 
後の予定、授業の進め方を確認する。 

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 学校での経験を振り返る 

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

事前学習 学校生活で時間割があることを考えておく 

事後学習 「教育課程論」を学ぶ意義について復習する。 

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

事前学習 学校教育の目的・目標を調べる。 

事後学習 学校教育の目的・目標についてまとめる。 

第４回 

〇学習内容はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則など教育内容にかかわる 
法規を調べる。実際の教育課程届をもとに作成上の
留意点を考え話し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
講義内容をふまえ、教育法規や教育課程届につい

て、配布資料にまとめる。 

第５回 

〇子供や家庭・地域の実態をどのように理解するか。 
・中教審答申の内容を読み取って、実態について 
考えあう。実際の教育課程届から学校の特色を読み
取り話し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 

子供や家庭・地域の実態をどのようにとらえてい

るのか、実態に応じた教育課程の作成をまとめ

る。 

第６回 

〇授業時数等はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則や教科書から授業時間の 
取扱いについて調べ、実際に時間割を作成し、作成

上の留意点や配慮点について考え話し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
授業時数の取扱、教科によって時数の違いや時間

割作成の作成上の留意点をまとめる。 

第７回 

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

事前学習 新学習指導要領の総則を読んでおく。 

事後学習 
｢生きる力｣の内容をまとめるとともに、見方・考

え方の特徴をまとめる。 

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

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



 

 

ついて、答申や総則を調べ、授業の質の向上を 
考え話し合う。 事後学習 

主体的・対話的で深い学びと授業改善について整

理する。 

第９回 
○言語活動の充実と教科指導 
・言語活動の充実と各教科の基礎的・基本的知識技
能と思考力育成の関係について学び話し合う。 

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

事後学習 言語活動の充実と思考力育成の関係をまとめる。 

第１０回 
○体験活動の充実と学習指導の充実 
・教育課程における体験活動の意義について学び、
学習指導にどのように生かすのか話し合う。 

事前学習 
新学習指導要領に示されている新しい教育の方
向性の資料を読んでおく。 

事後学習 体験学習の充実と教科指導の関連をまとめる。 

第１１回 

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

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

事後学習 
学びの成立のためには学級経営が果たす役割が

大きいことを整理する。 

第１２回 

○学習評価の考え方と実施方法 
・学習評価について意義と役割を学び、実際に 
どのように実施されているのか、目標に準拠 
した評価を例に学び話し合う。 

事前学習 学習評価について教科書を読んでおく。 

事後学習 
目標に準拠した評価の考え方を集団に準拠した

評価と比べ、質を高める方法をまとめる。 

第１３回 
○教育課程と道徳教育の推進 
・教育課程における道徳教育の位置づけや意義に 
ついて話し合い、まとめる。 

事前学習 道徳教育について，教科書を読んでおく。 

事後学習 教育課程上の道徳教育の役割をまとめる。 

第１４回 

○カリキュラム・マネジメントと学校評価 
・教育課程の PDCA サイクルの意義を学び、 
学校評価の方法について法規を基に教育課程の
充実や開かれた教育課程について話し合う。 

事前学習 
カリキュラム・マネジメントについて、教科書を
読んでおく。 

事後学習 学校評価の方法についてまとめをしておく。 

第１５回 

○幼小中の連携の充実 
就学前教育や保育と小学校教育、小学校教育と中学
校教育の接続について、その意義と連携の重要性に
ついて話し合う。 

事前学習 
幼小中学校の接続に関して、小一・中一プロブレ
ムについて、事前に調べておく。 

事後学習 幼小中学校の接続について、重要性をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1339 

SBMP1339 

SCMP1339 

EDTS1103 

EDTS3303 

２．授業担当教員 磯辺 武雄 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

ている。  

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

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

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

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

ムを把握することの大切さについて学んでいく。 

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

８．学習目標 

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

基本的な用語や概念を理解し、説明することができる。 

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

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

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

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

上での基本的な知識を身に付け、活用することができる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

小テスト・レポートを課すことがあります。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

【参考書】 

田中耕治編『よくわかる教育課程』ミネルヴァ書房、2009年 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育課程編成に関する基本的な用語や概念を理解することができたか。 

・学習指導要領における教育課程の意義を理解することができたか。 

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

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

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

４．レポート等の提出日は、厳守してください。 

５．新聞・テレビ等における教育に関する時事問題に、常に関心を持ってください。  

13．オフィスアワー 授業終了後に設けます。  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション‐教育課程を学ぶ意義について 

事前学習 教科書「序章」（pp.1～17）を読んでおく 

事後学習 
教育課程を学ぶ意義について自分なりに考

えをまとめておく。 

第２回 教育課程の思想と構造‐系統主義と経験主義（第 4 章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第３回 教育課程の思想と構造‐領域論・履修原理（第 4章） 

事前学習 
教科書「第 4 章」２、３、４（pp.153～167）
を読み、分からない部分をチェックしてお
く。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

  



 

 

第４回 教育課程の編成‐編成の方法（第 5 章） 

事前学習 
教科書「第 5 章」１、２（pp.171～184）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第５回 教育課程の編成‐編成の理論（第 5 章） 

事前学習 
教科書「第 5 章」３、４（pp.184～199）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第６回 
※社会における教育課程（第７章）～近代学校批判等～  
※今日的課題への挑戦（第 8 章）～市民性教育～ 

事前学習 

教科書「第７章」１、３（pp.235～238／
PP.245~248）／「第 8 章」２（PP.272~277）
を読み、分からない部分をチェックしてお
く。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第７回 
近代日本の教育課程の歩み（第 1 章） 
～近代学校創設／教育課程の近代化と年限延長等～ 

事前学習 
教科書「第１章」１、２（pp.19～38）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第８回 
近代日本の教育課程の歩み（第 1 章） 
～大正自由教育／戦時下国民学校の教育課程～ 

事前学習 
教科書「第 1 章」２、３（pp.38～45）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第９回 
現代日本の教育課程の歩み（第 2 章）～戦後の教育改革
から 1998（平成 10）年の学習指導要領改訂まで～ 

事前学習 
教科書「第 2 章」１～６（pp.47～96）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１０回 

※現代日本の教育課程の歩み（第 2 章）～2008（平成
20）年改訂から 2017（平成 29）年の学習指導要領改
訂まで～ 

※グループワーク班分け、GW 課題テーマ等 

事前学習 
教科書「第 2 章」７、８（pp.96～115）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１１回 
グループワーク（１） 
～プレゼン要旨、関連資料等の素案作成～ 

事前学習 
グループワークでの討議資料（紙媒体）等を
事前準備して持参すること。 

事後学習 
プレゼン要旨、関連資料等の素案の確認・整

理をする。 

第１２回 

グループワーク（２） 
～プレゼン要旨、関連資料等の成案（完成原稿）を提出
する。～ 
 

事前学習 
プレゼン要旨、関連資料等の素案の校正を熟
考してくること。 

事後学習 
グループ毎にプレゼン準備と予行練習をす

ること。 

第１３回 グループワーク・プレゼン（１） 

事前学習 
グループ毎にプレゼン準備と予行練習をす
ること。 

事後学習 
プレゼンにおいて指摘された問題点等につ

いて、整理・確認する。 

第１４回 グループワーク・プレゼン（２） 

事前学習 
グループ毎にプレゼン準備と予行練習をす
ること。 

事後学習 
プレゼンにおいて指摘された問題点等につ

いて、整理・確認する。 

第１５回 総括～「教育課程論（中等）」での学びを振り返って～ 

事前学習 これまでの学習内容を振り返る。 

事後学習 
全 15 回の授業内容について整理・確認し、

期末試験の準備を行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等） （1 単位） 

３．科目番号 
EDTE2372 

EDTE3371 
２．授業担当教員 後藤 泰博 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
各教科等の指導方法についてある程度理解していることが望ましい 

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

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

８．学習目標 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 教育実習では、指導案を作成し授業を行う力が必須である。また，教育実習指導を学んだ上での自己の課

題を明確にするため，期末課題としてレポートに取組む。 

課題１ 指導案の作成と模擬授業（グループ） 

課題２ 期末レポート（個人 1000文字  1枚） 

「教育実習指導での学びを踏まえて，教育実習に向けた具体的取組みについて」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】①文部科学省 新学習指導要領（平成 29年 3月公示）東洋館出版社，2018年。 

②文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社，2018年。 

③宮崎猛/小泉博明『実習生 受け入れ校必携マニュアル教育実習完璧ガイド』，小学館，2015年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

教育実習は、教員志望者にとって最も重要な実践の機会である。受講生は、教師の仕事内容を学ぶと同時

に社会人としての常識も必要である。学校現場は、将来の後輩の育成と同時に、意欲的で新鮮な実習生の態

度を通して学校の活性化を図りたいという期待のもと、無償で実習生を受け入れてくれている。このような

意味からも実習前から公務員・教師としての規範意識が望まれる。当然、日常の授業態度についても甘えは

許されない。また，機会があれば近隣の小学校での参観も併せて行いたい。 

１．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

２．私語・電話やメールや SNSでの携帯の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

３．予習・復習をしっかり行い，学習内容を確実に習得すること。 

４．受講者の人数・学力・理解度・作業速度等により，内容を一部変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、実習生（若

手教員）の感想（ＶＴＲ）主免許

小学校教育実習の目的と意義 

事前学習 
事前に教科書を通読し、抱負と同時に、疑問点や不安な点を明らか

にしておく。 

事後学習 

授業での質疑応答や、討論を通して、教育実習に対する心構えを築

く。また、主免許小学校教育実習の目的と意義に関する重要事項を

整理し、自己のノートに記録する。 

第２回 教師の一日（資料・ＶＴＲ） 

事前学習 
教育実習完璧ガイド STEP１・２を通読し、疑問点や難しいところを

ノートにまとめておく。 

事後学習 資料の内容や討論で学んだことをノートにまとめておく。 

第３回 教材研究の方法・グルーピング 

事前学習 
教育実習完璧ガイド STEP３・４を通読し、疑問点や難しいところを

ノートにまとめておく。 

事後学習 
授業設計の方法に関する重要事項を整理し，授業で学んだことを次

回の指導案の構想に結びつけて考えておく。 

第４回 

指導案の書き方と構想 

（道徳授業の要点と書き方につい

て） 

事前学習 
pp.116～21・③「3学習指導案の書き方」の目的と内容，授業設計の

方法に関連する項を通読し，重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 

指導案の書き方に関する重要事項を踏まえ，指導案等の作成に取組

む。授業で必要な漢字や文字の書き順など間違えないように予習し

ておく。 

第５回 グループによる模擬授業の準備 

事前学習 
指導案・板書計画・教材等の作成を完了し、模擬授業のリハーサル

の準備を整える。 

事後学習 
模擬授業のリハーサルの反省点を基に、指導案・板書計画・教材等

を修正する。指導案・教材等を次週 3日前までに提出する。 

第６回 
グループによる模擬授業と討論・

事後指導 1 
事前学習 模擬授業 1の準備を行う。  



 

 

事後学習 
模擬授業 1， 模擬授業後の討論や指導を参考にして、反省点・改善

点をまとめる。 

第７回 
グループによる模擬授業と討論・

事後指導２ 

事前学習 模擬授業 2の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業 2，模擬授業後の討論や指導を参考にして、反省点・改善点

をまとめる。 

第８回 
グループによる模擬授業と討論・

事後指導３ 

事前学習 模擬授業 3の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業 3，模擬授業後の討論や指導を参考にして、反省点・改善点

をまとめる。 

第９回 
グループによる模擬授業と討論・

事後指導４ 

事前学習 模擬授業 4の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業 4，模擬授業後の討論や指導を参考にして、反省点・改善点

をまとめる。 

第１０回 
グループによる模擬授業と討論・

事後指導５ 

事前学習 模擬授業 5の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業 5，模擬授業後の討論や指導を参考にして、反省点・改善点

をまとめる。 

第１１回 

教育実習の心がけ 

機会があれば実際に近隣の学校を

見学する 

事前学習 
②pp.15～16・③「2 実習中の心得」の教育実習の心がけに関連する

項を通読し、重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
教育実習の心がけに関する重要事項を整理し、自己のノートに記録

する。 

第１２回 教育実習日誌の書き方 

事前学習 
教育実習日誌の記載練習に関連する項を通読し、重要な部分にアン

ダーラインを引く。 

事後学習 
教育実習日誌の記載練習で感じた反省点を自己のノートに記録す

る。 

第１３回 教育実習の評価 

事前学習 
②pp.20～22，pp.28～29・③「2実習中の心得」の小学校教育実習の

評価に関連する項を通読し，重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
小学校教育実習の評価に関する重要事項を整理し、自己のノートに

記録する。 

第１４回 目指す教師像と礼儀作法 

事前学習 
②pp.36～38・③「2 実習中の心得」の目指す教師像と礼儀作法に関

連する項を通読し、重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
目指す教師像と礼儀作法に関する重要事項を整理し、自己のノート

に記録する。 

第１５回 
講義のまとめ 

期末レポート提出 

事前学習 

教育実習の自己の課題について考え、ノートにレポートの構想を記

録する。自己の課題を克服するための取組みを明らかにしたレポー

トを完成する。 

事後学習 
教育実習の自己の課題への取組みについてレポートを作成する。自

己の課題への解決行動を開始する。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等） （1 単位） 

３．科目番号 EDTE2372 

２．授業担当教員 鈴村 邦夫 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

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

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

８．学習目標 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

道徳科の授業は、担任が行うことが基本とされているため、指導案を作成して授業を行う力が必須であ

る。また、教育実習で学んだ上での自己の課題を明確にするため、期末課題としてレポートに取組む。 

課題1 道徳の指導案の作成と模擬授業(グループ) 

課題2 期末レポート(個人 1000～1250文字 1枚) 

「教育実習指導で学びをふまえての、教育実習に向けた具体的取組について」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】①『小学校教育実習ガイド(平成 29年告示小学校学習指導要領対応)』（石橋裕子/萌文書林） 

②『小学校漢字 1026字の正しい書き方 四訂版』（旺文社） 
【副読本】 『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』（文部科学省/廣済堂あかつき） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

教育実習は、教職を目指しているものにとって最大の研修の場である。教職への情熱がさらにわくとと

もに自らの克服すべき課題も明らかになる。教職というと指導技術に目が向きがちだが、「教育は人なり」

のたとえのように基本は人間性である。子どもに大きな影響を与える教師の姿勢やこころがけの影響はと

ても大きい。そのためにも実習期間を通して、これからの教師としてや社会人として自分を高める機会と

して欲しい。実習校は無償で実習生を受け入れ、多忙な中指導にあたってくれる。子どもたちの大切な授

業時間を実習生のために提供してくれることになる。この貴重な機会を、東京福祉大学の代表として受け

入れ校の好意と労に報いるよう実習にあたることを期待する。実習生が、受け入れ校でどう評価されるか

は、明るい挨拶、礼儀作法の他に、板書の文字の丁寧さや書き順、実習日誌の記述内容や文字の丁寧さも

影響する。従って、毎回、話し合いや作業を取り入れ、いつでも実習に行けるよう心構えや必要とされる

資質能力の育成を図る。 

１．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

２．私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

３．毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

４．受講者の人数・学力・理解度・作業速度等により，内容を一部変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 授業日に授業のない時間、随時(一時間目に伝達) 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

〇小学校教育実習の目的と意義を知り自覚をもつ 

〇教育実習の内容 

・鉛筆の正しい持ち方、ひらがなを正しく書く 

事前学習 

『教育実習ガイド』(教科書)pp.8～16 の教育

実習の意義に関する項を通読し、重要な部分

にアンダーラインを引く。 

事後学習 
主免許小学校教育実習の目的と意義に関す

る重要事項を整理しまとめる。 

第２回 

教育実習の心得①  

○なぜ教師を目指すのか。レポートを書く。 

・小学校 1 年生の漢字の書き順、カタカナを正しく書く 

事前学習 

なぜ教師を目指すのか、どのような教師にな

りたいか、自分の考えをまとめておく。 

小学校 1 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 自分のめざす教師像を明らかにしまとめる。 

第３回 

教育実習の心得②  

〇言葉遣いと礼儀、所作 

・小学校 2 年生の漢字の正しい書き順 

事前学習 

教科書 pp.17～22,147～148 を読み、教員の

言葉や指示について考える。 

小学校 2 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 
授業における指示や発問など、教師の言葉の

重要な点をまとめる。 

第４回 

教育実習の心得③ 

〇子どもへの接し方 

・ほめ方、しかり方、授業中や休み時間の過ごし方 

・小学校 3 年生の漢字の正しいイ書き順。 

事前学習 

教科書 pp.17～25 を読み、学年ごとの発達の

特性を理解する。 

小学校 3 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 
子どものほめ方、しかり方について重要なこ

とをまとめる。 



 

 

第５回 

教育実習の心得④ 

〇教師の言葉遣い、振舞について考える。 

〇授業の発問について考える。 

・小学校 4 年生の漢字の正しい書き順 

事前学習 

これまでの学習を振り返り、あらためて児童

や教職員に対する接し方や態度を考える。 

小学校 4 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 発問の大切さについて重要な点をまとめる。 

第６回 

教育実習の心得⑤ 

〇教育実習生の一日について考えよう。(グループ協議) 

・小学校 5 年生の漢字の正しい書き順 

事前学習 

教科書 pp.56～64 を読み、一日の実習の流れ

や行うべきことについて調べる。 

小学校 5 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 教育実習生の一日をまとめる。 

第７回 

指導案の作成① 

発問の種類について 社会科 

〇発問の種類や授業展開の技術について考えよう。 

(グループ協議) 

・小学校 5 年生の漢字の正しい書き順 

事前学習 

教科書 pp.150～160 を読み、発問や授業展開

の技術について調べる。 

小学校 5 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 模擬授業の指導案を作成する。 

第８回 

指導案の作成② 国語科 1 

〇国語科指導案の作成方法について (個人作業) 

・小学校 6 年生の漢字の正しい書き順 

事前学習 

教科書pp.86～95の国語科指導案の例を参考

に内容や書き方について学んでおく。。 

小学校 6 年生の漢字を正しく書く。 

事後学習 指導案の書くべき内容についてまとめる。 

第９回 
指導案の作成③ 国語科 2 

〇国語科指導案、本時の展開部分の作成(グループ協議)) 

事前学習 指導案作成の構想を練っておく。 

事後学習 
自分の作成した指導案について、他の人の意

見を参考に修正する。 

第１０回 

指導案の作成④ 道徳科 1 

〇教材をもとに、実際に指導案を作成する 

○各自の指導案の検討(グループ協議) 

事前学習 
教科書 pp.138～141 を読み道徳科指導案の

特性について学んでおく。 

事後学習 
自分の作成した指導案について、そのままで

よいか検討し、修正の方向性を決めておく。 

第１１回 

指導案の作成⑤  道徳科 2 

○教材をもとに、実際に本時の展開部分の作成 

○各自の指導案の検討(グループ協議) 

事前学習 指導案作成の指構想を練っておく。 

事後学習 
自分の作成した指導案で実際に授業を進め

るために必要な教材を作成する。 

第１２回 

模擬授業① 

○模擬授業  

○模擬授業の評価 

事前学習 
教科書 pp.170～174 研究授業について読ん

でおく。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、成果と課題についてま

とめ、指導案と共に提出する。 

第１３回 

模擬授業② 

○模擬授業  

○模擬授業の評価 

事前学習 
見学した模擬授業の成果と課題を自分の指

導案に生かす。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、成果と課題についてま

とめ、指導案と共に提出する。 

第１４回 

実習日誌の書き方並びに「教育実習指導での学びをふま

えての、教育実習に向けた具体的な取組みについて」の

作成 

事前学習 
教育実習に向けた自己の課題をまとめてお

く。 

事後学習 
教育実習の自己の課題への取組みについて

レポートを作成する。 

第１５回 
「教育実習指導での学びをふまえての、教育実習に向け

た具体的な取組みについて」発表・話し合い 

事前学習 
自己の課題を克服するための取組を明らか

にしたレポートトー作成を行う。 

事後学習 
他の受講生の発表内容を参考に、自己の課題

の解決に向けた取組みを開始する。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等） （1 単位） 

３．科目番号 EDTE2372 

２．授業担当教員 丹 洋一 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

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

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

８．学習目標 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 道徳の授業は，担任が行うことが基本とされるため，指導案を作成し授業を行う力が必須である。また，

教育実習指導を学んだ上での自己の課題を明確にするため，期末課題としてレポートに取組む。 

課題１ 道徳の指導案の作成と模擬授業（グループ） 

課題２ 期末レポート（個人 1000～1250文字  1枚） 

「教育実習指導での学びをふまえての，教育実習に向けた具体的取組みについて」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】①文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』,東洋館出版社,2018年 2月 

②東京福祉大学編『教育実習の手引』，東京福祉大学，2018 

③宮崎猛/小泉博明『実習生 受け入れ校必携 教育実習完璧ガイド』，小学館，2015年。 

④久米公編著『学習指導要領準拠 漢字指導の手引き 第八版』，教育出版株式会社，2017年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

教育実習は，やり直しのきかない一本勝負であり，教員志望者にとっては大きな関門である。多くのこと

を学ぶ機会であるので，恐れることなく希望を持って取組むことができるよう，基本的な心構え・態度や知

識をこの講義を通して習得されたい。 

実際の教育実習では，黒板や実習日誌等への初期での誤字・脱字・筆順の誤りが大きな減点対象になって

いる。そのため，ひらがな・カタカナ・数字・記号・1～6学年における筆順の主要な漢字について，教育者

に不可欠な高精度な書字能力の習得を目指す。丁寧な書字については日頃からの自己点検を心掛けられたい。 

また，教育実習では，正当な理由が無く一度でも遅刻・欠勤をすると，単位取得が不可能になる。教育公

務員として児童の手本となる生活態度・勤務態度ができなければ，不適格者であるという評価を受ける。清

楚な頭髪や服装にし，居ずまいを正し常日頃から生活全般において自分を律した生活を心掛けることは，と

ても重要なことである。 

１．学生証を必ず持参し，授業中は机上に提示しておくこと。（出席点検・加減点に使用するため。） 

２．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

３．私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

４．毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

５．試験勉強・受験勉強で役立つよう，学習したページには付箋を貼ること。 

13．オフィスアワー Office-Hourは第 1回に提示する。予約済時間で無駄足にならぬよう，E-mailで Appointmentをとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

主免許小学校教育実習の目的と意義 

黒板の使い方・筆記用具の準備 

事前学習 

②pp.1～7，pp.23～31・③「1教育実習が始ま

る前に」pp.18～19の主免許小学校教育実習の

目的と意義に関連する項を通読し，重要な部分

にアンダーラインを引く。 

（① ～④の記号は，教科書を表す。） 

教科書②は毎年の改訂でページ数が変更され

るため，ページ記載はめやすと考え，実際のペ

ージは自分で探すこと。 

事後学習 
主免許小学校教育実習の目的と意義に関する

重要事項を整理し，自己のノートに記録する。 

第２回 
グルーピング 

道徳教育の目的と内容，授業設計の方法 

事前学習 

①pp.20～24，pp.116～121・③「3学習指導案

の書き方」pp.56～71の道徳教育の目的と内容，

授業設計の方法に関連する項を通読し，重要な

部分にアンダーラインを引く。 

（①～④の記号は，教科書を表す。以下同様） 

事後学習 

道徳教育の目的と内容，授業設計の方法に関す

る重要事項を整理し，自己のノートに記録す

る。 



 

 

第３回 
硬筆でのひらがなの書き方 

指導案の書き方と構想 

事前学習 

②pp.31～32・③「3学習指導案の書き方」pp.56

～57,68～69の指導案の書き方に関連する項を

通読し，重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
指導案の書き方に関する重要事項を踏まえ，道

徳の指導案等の作成に取組む。 

第４回 
硬筆でのカタカナの書き方 

実習日誌の書き方 

事前学習 

②pp.17～21，pp.28～30・③「5実習日誌はこ

う書こう」pp.100～111を通読し，重要な部分

にアンダーラインを引く。 

事後学習 
実習日誌の書き方に関する重要事項を整理し，

自己のノートに記録する。 

第５回 
模擬授業のリハーサル 

（指導案・教材等提出 第５回の週末金まで） 

事前学習 
指導案・細動案・板書計画・教材等の作成を完

了し，模擬授業のリハーサルの準備を整える。 

事後学習 

模擬授業のリハーサルの反省点を元に，指導

案・細動案・板書計画・教材等を修正する。 

指導案・教材等を第５回の週末金曜日まで提出

する。 

第６回 
道徳の時間の模擬授業 1 

教育実習日誌の記載練習 

事前学習 

道徳の時間の模擬授業 1の準備を行う。また，

教育実習日誌の記載練習に関連する項を再読

する。 

事後学習 

道徳の時間の模擬授業 1，教育実習日誌の記載

練習で感じた反省点を自己のノートに記録す

る。 

第７回 
道徳の時間の模擬授業 2 

教育実習日誌の記載練習 

事前学習 

道徳の時間の模擬授業 2の準備を行う。また，

教育実習日誌の記載練習に関連する項を再読

する。 

事後学習 

道徳の時間の模擬授業 2，教育実習日誌の記載

練習で感じた反省点を自己のノートに記録す

る。 

第８回 
数字と記号の書き方 

グループと個人の模擬授業の反省 

事前学習 

ノートに記録済みの個人の模擬授業の反省を

再確認し，発言に備えてアンダーラインを引

く。 

事後学習 
グループと個人の模擬授業の関する反省を整

理し，自己のノートに記録する。 

第９回 
1学年の基本筆順の漢字（33字/43字） 

教育実習までの事前準備 

事前学習 

②pp.8～11・③「1教育実習が始まる前に」pp.4

～29 の教育実習までの事前準備に関連する項

を通読し，重要な部分にアンダーラインを引

く。 

④の１学年の漢字 43字の項を通読する。 

事後学習 
教育実習までの事前準備に関する重要事項を

整理し，自己のノートに記録する。 

第１０回 
1・2学年の基本筆順の漢字（10/43字＋20/44字） 

教育実習の心得 

事前学習 

②pp.11～15，p.25・③「2 実習中の心得」の

教育実習の内容に関連する項を通読し，重要な

部分にアンダーラインを引く。 

④の 2学年の漢字 32字の項を通読する。 

事後学習 
教育実習の内容に関する重要事項を整理し，自

己のノートに記録する。 

第１１回 
2学年の基本筆順の漢字（22/44 字） 

小学校教育実習の評価 

事前学習 

②pp.21～22，pp.26～27・③「2実習中の心得」

pp.52～53の教育実習の心がけに関連する項を

通読し，重要な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
教育実習の評価に関する重要事項を整理し，自

己のノートに記録する。 

第１２回 
3学年の基本筆順の漢字（35/35 字） 

授業の実際 

事前学習 

②pp.15～17・③「4授業の実際」pp.84～99の

授業の実際に関連する項を通読し，重要な部分

にアンダーラインを引く。 

④の３学年の漢字 35字の項を通読する。 

事後学習 
小学校教育実習の授業の実際に関する重要事

項を整理し，自己のノートに記録する。 

第１３回 
4学年の基本筆順の漢字（18/30 字） 

目指す教師像と礼儀作法 

事前学習 

②pp.8～12,p20～21,pp.33～35・③「2実習中

の心得」pp.30～35の目指す教師像と礼儀作法

に関連する項を再確認し，重要な部分にアンダ

ーラインを引く。 

④の 4学年の漢字 18字の項を通読する。 

事後学習 
目指す教師像と礼儀作法に関する重要事項を

整理し，自己のノートに記録する。 

  



 

 

第１４回 
5・6学年の基本筆順の漢字（12/30字＋11/11字） 

教育実習の自己の課題の言語化 

事前学習 

③「6 教員採用試験に向けて」pp.114～129 を

通読し，重要な部分にアンダーラインを引く。 

教育実習の自己の課題について考え，ノートに

レポートの構想を記録する。 

④の 5・6学年の漢字 12＋11字の項を通読する。 

事後学習 

教育実習の自己の課題への取組みについてレ

ポートを作成する。高精度な書字と筆順の習得

ができたか総復習する。 

第１５回 
講義のまとめ期末レポート提出 

高精度な書字と筆順の習得確認シート提出 

事前学習 
自己の課題を克服するための取組みを明らか

にしたレポートを完成する。 

事後学習 自己の課題への解決行動を開始する。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等）Ⅰ （1 単位） 

３．科目番号 SJTP3555 

２．授業担当教員 石見 容子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

断力、行動力を養うため、模擬保育や教材研究など活動を伴う授業を含める。 

８．学習目標 

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

る。 

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

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

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業には必ず自分なりの問い（自己課題）をもって参加して下さい。そのためには事前学習が必須です。課

題レポートおよび最終レポートの課題については，授業内で提示します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

東京福祉大学編『教育実習の手引き』 

文部科学省『幼稚園教育要領＜平成 29年告示＞』フレーベル館 

【参考書】 

文部科学省『幼稚園教育要領解説〈平成 29年告示〉』 

原田留美著 『保育学生のための実践国語表現』おうふう 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

２ 保育者としての言動（態度、マナー）が取れる。 

３ 指導技術（模擬保育等）が身に付いている。 

４ 保育の評価・反省（記録作成、考察、反省分作成）が出来る。 

○評定の方法 

１ グループ活動（指導案作成、模擬保育実践・反省） 30％ 

２ 模擬保育への積極的参加、記録の作成 40％ 

３ 課題レポート及び最終レポート 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育の現場での実際の生活をイメージし、それに即した生活習慣について真剣に考えてもらいたい。命を預

かる仕事をすることへの意識と責任を感じ、実践につながるよう心掛けることを求める。 

13．オフィスアワー 別途，通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス 

（授業の概要と展開について、教育実習の目的、

幼稚園の位置づけ、幼稚園現場の特徴について） 

事前学習 幼稚園教育要領、幼稚園教育の「目的・方法」を読む。 

事後学習 本授業における自分の課題を見つける。 

第２回 

幼稚園教育の理解⑴ 

（実習に向けての基本的な心がまえ、自己理解と

態度・礼儀・マナーについて） 

事前学習 実習中の生活について考える。 

事後学習 幼稚園教育要領の「総則」を読む。 

第３回 
幼稚園教育の理解⑵ 

（実習オリエンテーションについて） 

事前学習 実習生としての心構えを確認する 

事後学習 
幼稚園教育実習オリエンテーションでの質問内容を

まとめる 

第４回 
実習の心構え⑴ 

（実習中の留意点、実習後の活動について） 

事前学習 実習の心構えについてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 実習に当たっての自己課題をまとめる。 

第５回 
実習の心構え⑵ 

（幼稚園の一日の流れについて） 

事前学習 幼稚園教育要領の目次を読む 

事後学習 保育園と幼稚園の 1日の流れの違いを確認する 

第６回 
実習日誌の記入⑴ 

（記録の大切さ、書き方①） 

事前学習 実習日誌についてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 実習日誌を書く。 

第７回 
実習日誌の記入⑵ 

（記録の書き方②） 

事前学習 実習日誌を書く目的について考える。 

事後学習 実習日誌を見直す。 

第８回 
実習日誌の記入⑶ 

（エピソード記録の書き方） 

事前学習 記録の大切さについて確認する。 

事後学習 エピソード記録を書く。 

第９回 

教材研究⑴ 

（主活動の流れについて、絵本や紙芝居の読み聞

かせ，手遊び歌） 

事前学習 自分の知っている簡単工作を記述する。 

事後学習 活動に適切な流れがなぜ必要かをまとめる。 



 

 

第１０回 
教材研究⑵ 

（自己紹介の工夫・簡単なゲーム） 

事前学習 自己紹介の必要性について考える。 

事後学習 
自分を知ってもらうことの大切さを確認し、そのた

めにどうしたらよいかまとめる。 

第１１回 
教材研究⑶ 

（折り紙、簡単工作） 

事前学習 教材研究の大切さを知る。 

事後学習 
折り紙や簡単工作について、オリジナルの手引きを

作る。 

第１２回 
指導案の作成⑴ 

（指導案の書き方） 

事前学習 指導案の必要性について考える。 

事後学習 指導案を書く。 

第１３回 
指導案の作成⑵ 

（指導案の作成 

事前学習 指導案を見直す。 

事後学習 指導案を書き直す。 

第１４回 
実習における事前・事後指導⑴ 

（外部講師による特別講義） 

事前学習 幼稚園教諭になるとはどういうことかを考える。 

事後学習 外部講師から学んだことをまとめる。 

第１５回 
実習における事前・事後指導⑵ 

（実習における自己の学びと成長） 

事前学習 14回の授業内容を振り返り、何を学んだか考える。 

事後学習 
実習に向けての目標を考え、実習後の自信の姿につ

いてイメージする。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等）Ⅰ （1 単位） 

３．科目番号 SJTP3555 

２．授業担当教員 戸次 佳子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

断力、行動力を養うため、模擬保育や教材研究など活動を伴う授業を含める。 

８．学習目標 

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

る。 

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

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

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業には必ず自分なりの問い（自己課題）をもって参加して下さい。そのためには事前学習が必須です。課

題レポートおよび最終レポートの課題については，授業内で提示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

東京福祉大学編『教育実習の手引き』。 

【参考書】 

文部科学省『幼稚園教育要領〈平成 29年告示〉付・教育基本法，学校教育法（抄），学校教育法施行規則（抄）』

フレーベル館。 

田中亨胤，山本淳子『実習の記録と指導案：改訂新版』ひかりのくに。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

２ 保育者としての言動（態度、マナー）が取れる。 

３ 指導技術（模擬保育等）が身に付いている。 

４ 保育の評価・反省（記録作成、考察、反省分作成）が出来る。 

○評定の方法 

１ グループ活動（指導案作成、模擬保育実践・反省） 30％ 

２ 模擬保育への積極的参加、記録の作成 40％ 

３ 課題レポート及び最終レポート 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育の現場では，子どもから大人まで様々な人たちとのコミュニケーション能力が求められます。授業内で

は，自分の考えをきちんと述べること，そして他者の考えも誠意をもって聞くことが大切です。その上で，

安心して議論ができる場を共に作っていきましょう。 

13．オフィスアワー 別途，通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

（授業の概要と展開について） 

事前学習 教科書の目次を確認する。 

事後学習 本授業における自分の課題を見つける。 

第２回 
幼稚園教育の理解⑴ 

（園生活 1日の流れ，保育園との違い） 

事前学習 保育園と幼稚園の生活の違いを考える。 

事後学習 幼稚園教育要領の「総則」を読む。 

第３回 
幼稚園教育の理解⑵ 

（幼稚園教育のねらいと保育内容） 

事前学習 幼稚園教育要領の「ねらいおよび内容」を読む。 

事後学習 幼児教育における「ねらい及び内容」を読む。 

第４回 
実習の心構え⑴ 

（基本的な態度，マナー，言葉使い） 

事前学習 実習の心構えについてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 実習に当たっての自己課題をまとめる。 

第５回 
実習の心構え⑵ 

（実習中生活と留意点） 

事前学習 実習の心構えについてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 自分自身の実習の心構えをまとめる。 

第６回 
実習日誌の記入⑴ 

（実習日誌記入の基本事項の確認） 

事前学習 実習日誌についてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 実習日誌を書く。 

第７回 
実習日誌の記入⑵ 

（実習日誌の作成） 

事前学習 実習日誌を書く目的について考える。 

事後学習 実習日誌を見直す。 

第８回 
教材研究⑴ 

（絵本や紙芝居の読み聞かせ，手遊び歌） 

事前学習 自分の知っている手遊び歌を記述する。 

事後学習 新しく覚えた手遊び歌をまとめる。 

第９回 
教材研究⑵ 

（折り紙，簡単工作） 

事前学習 自分の知っている簡単工作を記述する。 

事後学習 教材研究がなぜ必要かをまとめる。 

第１０回 
教材研究⑶ 

（自己紹介の工夫・簡単なゲーム） 

事前学習 自己紹介の練習をする。 

事後学習 自己紹介を工夫する。 

  



 

 

第１１回 
指導案の作成⑴ 

（部分実習の指導案の書き方） 

事前学習 指導案についてテキスト該当ページを読む。 

事後学習 部分実習の指導案を書く。 

第１２回 
指導案の作成⑵ 

（部分実習の指導案の作成） 

事前学習 部分実習の指導案を完成させる。 

事後学習 部分実習の指導案を修正する。 

第１３回 
実習における事前・事後指導⑴ 

（部分実習の模擬授業） 

事前学習 部分実習の模擬授業を練習する。 

事後学習 部分実習を振り返りまとめる。 

第１４回 
実習における事前・事後指導⑵ 

（ゲストティーチャーによる特別講義） 

事前学習 幼稚園教諭になるとはどういうことかを考える。 

事後学習 ゲストティーチャーから学んだことをまとめる。 

第１５回 
実習における事前・事後指導⑶ 

（実習における自己の学びと成長） 

事前学習 14回の授業内容を振り返り、何を学んだか考える。 

事後学習 
実習における自己の学びと成長についてレポートに

まとめる。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育実習指導（初等）Ⅱ （1 単位） 

３．科目番号 SJEL3456 

２．授業担当教員 後藤 泰博 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
各教科等の指導方法についてある程度理解していることが望ましい 

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

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

８．学習目標 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教育実習では、指導案を作成し授業を行う力が必須である。また，教育実習指導を学んだ上での自己の課題

を明確にするため，期末課題としてレポートに取組む。 

課題１ 指導案の作成と模擬授業（グループ） 

課題２ 期末レポート（個人 1000文字  1枚） 

「教育実習指導での学びを踏まえて，教育実習に向けた具体的取組みについて」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】①文部科学省 新学習指導要領（平成 29年 3月公示）東洋館出版社，2018年。 

②文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社，2018年。 

③宮崎猛/小泉博明『実習生 受け入れ校必携マニュアル教育実習完璧ガイド』，小学館，2015年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１，小学校教諭としての資質を理解しているか。 

２，児童理解を通して授業研究に取り組もうとしているか。 

○受講に対し、次の内容を総合して評価します。 

１，授業態度（教科書の準備・私語・発表）３０％ 

２，学習指導案の提出３０％ 

３，模擬授業観察記録の提出２０％ 

４，模擬授業２０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

教育実習は、教員志望者にとって最も重要な実践の機会である。受講生は、教師の仕事内容を学ぶと同時

に社会人としての常識も必要である。学校現場は、将来の後輩の育成と同時に、意欲的で新鮮な実習生の態

度を通して学校の活性化を図りたいという期待のもと、無償で実習生を受け入れてくれている。このような

意味からも実習前から公務員・教師としての規範意識が望まれる。当然、日常の授業態度についても甘えは

許されない。また，機会があれば近隣の小学校での参観も併せて行いたい。 

１．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

２．私語・電話やメールや SNSでの携帯の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

３．予習・復習をしっかり行い，学習内容を確実に習得すること。 

４．受講者の人数・学力・理解度・作業速度等により，内容を一部変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、実習生（若手教員）の

感想（ＶＴＲ）主免許小学校教育実習の目的

と意義 

事前学習 
事前に教科書を通読し、抱負と同時に、疑問点や不安

な点を明らかにしておく。 

事後学習 

授業での質疑応答や、討論を通して、教育実習に対す

る心構えを築く。また、主免許小学校教育実習の目的

と意義に関する重要事項を整理し、自己のノートに記

録する。 

第２回 教師の一日（資料・ＶＴＲ） 

事前学習 
教育実習完璧ガイド STEP１・２を通読し、疑問点や難

しいところをノートにまとめておく。 

事後学習 
資料の内容や討論で学んだことをノートにまとめてお

く。 

第３回 教材研究の方法・グルーピング 

事前学習 
教育実習完璧ガイド STEP３・４を通読し、疑問点や難

しいところをノートにまとめておく。 

事後学習 

授業設計の方法に関する重要事項を整理し、授業で学

んだことを次回の指導案の構想に結びつけて考えてお

く。 

第４回 
指導案の書き方と構想 

（道徳授業の要点と書き方について） 

事前学習 

p.116～121・③「3学習指導案の書き方」の目的と内容，

授業設計の方法に関連する項を通読し、重要な部分に

アンダーラインを引く。 

事後学習 

指導案の書き方に関する重要事項を踏まえ、指導案等

の作成に取組む。授業で必要な漢字や文字の書き順な

ど間違えないように予習しておく。 



 

 

第５回 グループによる模擬授業の準備 

事前学習 
指導案・板書計画・教材等の作成を完了し、模擬授業

のリハーサルの準備を整える。 

事後学習 

模擬授業のリハーサルの反省点を基に、指導案・板書

計画・教材等を修正する。指導案・教材等を次週 3 日

前までに提出する。 

第６回 グループによる模擬授業と討論・事後指導 1 

事前学習 模擬授業 1の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業 1、 模擬授業後の討論や指導を参考にして、

反省点・改善点をまとめる。 

第７回 グループによる模擬授業と討論・事後指導 

事前学習 模擬授業２の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業２、 模擬授業後の討論や指導を参考にして、

反省点・改善点をまとめる。 

第８回 グループによる模擬授業と討論・事後指導 

事前学習 模擬授業３の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業３、模擬授業後の討論や指導を参考にして、

反省点・改善点をまとめる。 

第９回 グループによる模擬授業と討論・事後指導 

事前学習 模擬授業４の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業４、 模擬授業後の討論や指導を参考にして、

反省点・改善点をまとめる。 

第１０回 グループによる模擬授業と討論・事後指導 

事前学習 模擬授業５の準備を行う。 

事後学習 
模擬授業５、 模擬授業後の討論や指導を参考にして、

反省点・改善点をまとめる。 

第１１回 
育実習の心がけ 

機会があれば実際に近隣の学校を見学する 

事前学習 

②pp.15～16・③「2 実習中の心得」の教育実習の心が

けに関連する項を通読し、重要な部分にアンダーライ

ンを引く。 

事後学習 
教育実習の心がけに関する重要事項を整理し、自己の

ノートに記録する。 

第１２回 教育実習日誌の書き方 

事前学習 
教育実習日誌の記載練習に関連する項を通読し、重要

な部分にアンダーラインを引く。 

事後学習 
教育実習日誌の記載練習で感じた反省点を自己のノー

トに記録する。 

第１３回 教育実習の評価 

事前学習 

②pp.20～22，pp.28～29・③「2実習中の心得」の小学

校教育実習の評価に関連する項を通読し、重要な部分

にアンダーラインを引く。 

事後学習 
小学校教育実習の評価に関する重要事項を整理し、自

己のノートに記録する。 

第１４回 目指す教師像と礼儀作法 

事前学習 

②pp.36～38・③「2 実習中の心得」の目指す教師像と

礼儀作法に関連する項を通読し、重要な部分にアンダ

ーラインを引く。 

事後学習 
目指す教師像と礼儀作法に関する重要事項を整理し、

自己のノートに記録する。 

第１５回 
講義のまとめ 

期末レポート提出 

事前学習 

教育実習の自己の課題について考え、ノートにレポー

トの構想を記録する。自己の課題を克服するための取

組みを明らかにしたレポートを完成する。 

事後学習 
教育実習の自己の課題への取組みについてレポ～トを

作成する。自己の課題への解決行動を開始する。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 
教育実習指導（中等） 

／教育実習指導（中等）（保健科） （1 単位） 

３．科目番号 

SSMP3486 

SCMP3486 

SBMP3486 

SPMP3486 

EDTS3373 

EDTS2375 

２．授業担当教員 北林 敬  

４．授業形態 

講義や演習（学習指導案の作成や模擬授業の実施など）、事例研究

についてグループディスカッションによる実践的な学びあいを重

視します。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

ついて学習する。 

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

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

８．学習目標 

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

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

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

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

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

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

予習課題や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにするとともに、

問題解決力を培うように努めること。 

１．ワークシート（ミニレポートを含み、各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．学習指導案（精案）及び学習指導案（略案） 

３．模擬授業 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

柴田義松 木内剛『教育実習ハンドブック〔増補版〕』学文社、2013。 

東京福祉大学編『教育実習の手引き』 

【参考書】 

文部科学省『中/高等学校学習指導要領解説(総則編)』東山書房、2014。 

文部科学省『中学校学習指導要領解説(保健体育編)』東山書房、2014。 

文部科学省『高等学校学習指導要領解説(保健体育編・体育編)』東山書房、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

図り、教育実習を行えるようになる。 

○評定の方法 

１ 日常の授業態度（参加態度、発表、発言、学習状況等） ４０％ 

２ 課題レポート（学習指導案を含む）          ３０％ 

３ 模擬授業（プレゼン）                ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・教師としての資質向上に関わる、自己目標・自己課題をもち、授業に参加して下さい。 

・新聞・テレビ等における教育に関連する時事問題に関して、常に関心を持って下さい。 

・ワークシート・アサイメントについては、指定した日までに必ず提出して下さい。 

13．オフィスアワー 授業開始時に連絡します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス 

授業の進め方 

・はしがき 目次 第１章 

事前学習 教育実習ハンドブックの目次を読んで全体像をとらえる。 

事後学習 
教育実習生に課せられている自覚と責任を持つ必要性につ

いて認識する。 

第２回 
第 1章 教育実習の意義と課題 

・教育実習までの事前準備 

事前学習 
第 1章（pp.9～17）について読んでワークシートに記述し

て理解を深める。 

事後学習 
教育実習の意義及び教育実習までの流れについてワークシ

ートの復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第３回 

第 2 章 学校の教育課程編成の工夫とその

見方 

・新教育課程のねらい 

事前学習 
第 2章（pp.19～32）について読んでワークシートに記述し

て理解を深める。 

事後学習 
新教育課程のねらいについてワークシートの復習確認欄に

記述して学習した内容を確認する。 

第４回 
第 3章 最近の生徒の理解と指導 

・最近の生徒の課題 

事前学習 
第 3章（pp.33～42）について読んでワークシートに記述し

て理解を深める。 

事後学習 
最近の生徒の現状と課題についてワークシートの復習確認

欄に記述して学習した内容を確認する。 

  



 

 

第５回 
第 4章 授業観察の視点と方法 

・教育実習における授業観察の意義 

事前学習 
第 4章（pp.43～51）について読んでワークシートに記述し

て理解を深める。 

事後学習 
教育実習における授業観察の意義についてワークシートの

復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第６回 
第 5章 授業づくりの方法と準備① 

・教育実習における授業実習の準備 

事前学習 
第 5章（pp.45～59）について読んでワークシートに記述し

て理解を深める。 

事後学習 
教育実習における教壇実習の意義についてワークシートの

復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第７回 
第 5章 授業づくりの方法と準備② 

・教育実習における授業実習の心得 

事前学習 
第 5章（pp.59～83）について読んでワークシートに記述し

て理解を深める。 

事後学習 
教育実習における教壇実習の意義についてワークシートの

復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第８回 

学習指導案の書き方 

・学習指導案の具体例と内容 

・教材研究のポイント 

事前学習 
学習指導案の書き方について調べ、ワークシートに記述し

て理解を深める。 

事後学習 
学習指導案の作成と教材研究のポイントについてワークシ

ートの復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第９回 
学習指導案の作成と授業準備：グループワ

ーク 

事前学習 学習指導案作成の資料を準備する。 

事後学習 
作成した指導案の課題点をまとめる。授業に必要な資料（教

材等）の収集を行う。 

第１０回 模擬授業①：グループ討議 
事前学習 模擬授業の資料(教材等)を準備する。 

事後学習 模擬授業での課題点をまとめる。 

第１１回 模擬授業②：グループ討議 
事前学習 模擬授業の資料(教材等)を準備する。 

事後学習 模擬授業での課題点をまとめる。 

第１２回 模擬授業③ ：グループ討議 
事前学習 模擬授業の資料(教材等)を準備する。 

事後学習 模擬授業での課題点をまとめる。 

第１３回 模擬授業④ ：グループ討議 
事前学習 模擬授業の資料(教材等)を準備する。 

事後学習 模擬授業での課題点をまとめる。 

第１４回 
第 6章 教科外指導の観察と参加 

・教科外指導の分野と観察の心構え 

事前学習 
第 6章（pp.85～102）について読んでワークシートに記述

して理解を深める。 

事後学習 
教科外指導の観察と参加の意義についてワークシートの復

習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

第１５回 第 7章 事後学習と研究レポートの作成 

事前学習 
第 7章（pp.103～112）について読んでワークシートに記述

して理解を深める。 

事後学習 
教育実習における事後学習の意義についてワークシートの

復習確認欄に記述して学習した内容を確認する。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（初等）／教育心理学（初等・幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP2110 

２．授業担当教員 石 暁玲 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学概論」，「心理学入門」，または「発達心理学」など心理系の１科目を履修したことが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

保育・教育の現場での問題解決に必要な思考力、実践力を高めるために、演習課題などを出す。 
事前学習として、テキストの授業内容との関連部分を読んでおくこと。 
事後学習として、復習、資料・ノートのまとめは必須。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

柏崎秀子『教職ベーシック 発達・学習の心理学』北樹出版。 

【参考書】 

松原達哉『教育心理学』丸善出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

○評定の方法 

１ 授業への参加態度（グループワーク等） 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末試験） 総合点の 40％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「教育」とはどういうことかについて深く考え、そして教育心理学について関心が持てることが受講の前提
となります。 

授業態度を重視するので、私語厳禁です。 

自ら考え、授業で出されるさまざまな課題に取り組んでください。 

13．オフィスアワー 初回の授業で知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業オリエンテーション 
発達を学ぶ意義 

事前学習 シラバスを確認し、授業準備をする。 

事後学習 教科書を通読する。 

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

事後学習 遺伝と環境の相互作用をまとめる。 

第３回 身体・運動発達 
事前学習 身体発達の特徴を調べる。 

事後学習 身体発達と運動発達の各時期をまとめる。 

第４回 知覚の発達 
事前学習 知覚とは何かを調べる。 

事後学習 知覚の発達をまとめる。 

第５回 認知・思考の発達 
事前学習 ピアジェの認知発達について調べる。 

事後学習 認知発達についてまとめる。 

第６回 言語の発達 
事前学習 言語の発達過程について調べる。 

事後学習 言語発達における遺伝と環境の影響をまとめる。 

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

事後学習 自己意識と社会性の発達の関連を考察する。 

第８回 小テストとまとめ 
事前学習 小テストの準備 

事後学習 これまでの授業を振り返り、わからないところをまとめる。 

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

事後学習 条件付けについてまとめる。 

第１０回 学習理論②認知理論 
事前学習 観察学習について調べる。 

事後学習 観察学習についてまとめる。 

第１１回 動機づけ 
事前学習 「動機づけ」とは何かを調べる。 

事後学習 子どもの動機づけの方法を考える。 

第１２回 教育評価 
事前学習 教育評価について調べる。 

事後学習 多様な学習評価の方法をまとめる。 

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

事後学習 主体的な学びを促す教師の指導について考察する。 

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

事後学習 主体的な学びを促す集団作りについて考察する。 

第１５回 小テストとまとめ 
事前学習 小テストの準備 

事後学習 これまでの授業を振り返り、教育の本質について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTS2105 

２．授業担当教員 河合 雅代 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１．教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２．教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容に関連した小レポートを２つ作成し、提出する。 

２．各テーマの終了後に簡単な小テスト（10分程度）と授業の振り返りを記載し、提出する。 

３．授業中にグループディスカッションを行い、その結果を発表し、まとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

松原達也編著『教育心理学』丸善出版 2013 年。 

【参考書】 

必要に応じて、適宜、資料を配付する。また、他に参考書がある場合はそのつど指定する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育心理学の基本的な知識を理解し、説明できるか。 

２．教育心理学の知識を教育の場で応用し、活用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度 総合点の３０％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の４０％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「教育」とはどういうことかについて深く考え、そして教育心理学について関心が持てることが受講の前提

となる。 

授業に集中するために、私語、携帯の使用は厳禁です。 

折に触れて、グループディスカッションを行います。自ら考え、授業で出されるさまざまな課題に積極的に

取り組んでください。 

13．オフィスアワー オフィスアワーについては最初のガイダンスで伝えます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 導入：シラバスの説明と教科目標に関して 
事前学習 教育心理学についてイメージを描く 

事後学習 当初のイメージとの違いを考える 

第２回 教育心理学の課題 
事前学習 テキスト第 1章（pp.1～8）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第３回 発達と教育１ 乳児期から幼児期の特徴 
事前学習 テキスト第 2章（pp.9～26）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第４回 発達と教育２ 学童期の特徴 
事前学習 テキスト第 10章（pp.218～223）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第５回 発達と教育３ 青年期の特徴 
事前学習 自らの特徴（性格）を考えてみる 

事後学習 講義内容を振り返り、自分の強みを確認する 

第６回 虐待について―法律も含めて 
事前学習 虐待に関するニュースを一つ探してくる 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第７回 学習指導 
事前学習 テキスト第４章（pp.62～85）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第８回 学習理論 
事前学習 テキスト第 6章（pp.114～133）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第９回 動機づけ 
事前学習 テキスト第 7章（pp.134～158）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１０回 授業法 
事前学習 テキスト第 8章（pp.159～178）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１１回 学級の心理 
事前学習 テキスト第 9章（pp.180～198）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１２回 特別支援教育と発達障害/適応の心理と教育 
事前学習 

テキスト第 3 章（pp.37～43）、テキスト第 5
章（pp.86～91、108～113）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１３回 発達障害について 事例から学ぶ 
事前学習 テキスト第 3章（pp.44～61）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１４回 不登校・いじめについて 事例から学ぶ 
事前学習 テキスト第 5章（pp.92～113）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

  



 

 

第１５回 教育評価/まとめ 今までの授業のまとめ 

事前学習 テキスト第 10章（pp.202～225）を読む 

事後学習 

講義内容を振り返り、配布プリントを見直す

れまでの授業を振り返り、期末試験の準備を

する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2330 

SCMP2330 

SPMP2330 

EDTS2105 
２．授業担当教員 成本 忠正 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
なし 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１．教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２．教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業で紹介された教育心理学研究で得られた知見について詳細にリサーチし、それが教育現場でどのよ

うに貢献しているのかについてレポートを作成する。 
２．各テーマの終了後に簡単な小テスト（15分程度）を実施する。 

３．グループディスカッションの結果を発表する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
１ 心理科学研究会編『中学・高校教師になるための教育心理学』有斐閣選書、2012年。 
２ 配布資料で授業を行う。 

【参考書】 
なし。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育心理学の基本的な知識を理解し、説明できるか。 

２．教育心理学の知識を教育の場で応用し、活用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度 総合点の３０％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の４０％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業に積極的に参加すること。 
２．正当な理由なく、遅刻、欠席、早退をしないこと。 

３．授業の妨害行為および他者への迷惑行為（私語、居眠り、携帯の使用、実習やディスカッションへの不
参加、など）をしないこと。これらの不適切な行為がみられた場合は厳格に対処する。 

４．疑問がある場合は積極的に質問するなどして解決してください。 

13．オフィスアワー 簡単な質問であれば授業前後の時間に受け付ける。オフィスアワーについては最初のガイダンスで周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 教育心理学とは何か 
教育心理学の内容と方法を学ぶ 

事前学習 
教育現場における教育心理学の役割につい
て考える。 

事後学習 教育心理学の意義を復習する。 

第２回 
発達 
 初期経験の重要性について学ぶ 

事前学習 
思考・性格形成に初期経験が影響するのかを
考える。 

事後学習 臨界期と初期経験について復習する。 

第３回 
発達 
 青年期という発達段階の特徴を学ぶ 

事前学習 教科書【発達】を読む。 

事後学習 特に青年期の社会性について復習する。 

第４回 
発達障害 
 発達障害を抱える生徒の行動を学ぶ 

事前学習 教科書【障害のある生徒の発達】を読む。 

事後学習 発達障害を抱える生徒の行動を理解する。 

第５回 
行動の学習 
報酬・罰で行動をコントロールできる？ 

事前学習 教科書【学習の基礎】を読む。 

事後学習 報酬・罰による行動の強化・弱化を理解する。 

第６回 
達成動機 
 報酬で学習意欲は高まるのだろうか？ 

事前学習 学習意欲を高める報酬とは何かを考える。 

事後学習 動機の種類を覚える。原因帰属を理解する。 

第７回 
学習指導 
 効果的な学習指導について学ぶ 

事前学習 教科書【教育指導】を読む。 

事後学習 効果的な学習指導法について復習する。 

第８回 
教育評価 
 教育評価の方法と意義、問題点などを学ぶ 

事前学習 教育評価方法・テスト方法について考える。 

事後学習 
効果的な評価方法・テスト方法について復習

する。 

第９回 
学校不適応 
 学級崩壊・不登校・いじめを考える 

事前学習 学校不適応の原因について考える。 

事後学習 不適応状態の生徒への対応について考える。 

第１０回 
生徒と教師の関係 
 学級の発達を促す教師の役割を学ぶ 

事前学習 教科書【生徒と教師の関係】を読む。 

事後学習 生徒指導と教育相談について復習する。 

第１１回 
教師として生きる 
 大学で何を学ぶべきか 

事前学習 教科書【教師として生きる】を読む。 

事後学習 
教師になるために何を学び準備すべきかを

考える。 

第１２回 リサーチ発表 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 



 

 

第１３回 リサーチ発表 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第１４回 リサーチ発表 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第１５回 授業の総括 
事前学習 

これまでの授業を振り返り、興味のある点や
疑問を持った点をレポートにまとめる。 

事後学習 教育現場における心理学の役割を理解する。 

 



 

 

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

３．科目番号 
EDTE3106 

EDTE3306 
２．授業担当教員 荻原 邦昭 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育相談とは、幼稚園・小学校や中学校・高等学校など教育現場において、幼児・児童・生徒のこころの問

題を扱うだけでなく、幼児・児童・生徒を取り巻く家族や友人状況、地域・家庭の教育力の低下等、家庭や

社会環境の変化なども考慮しながら進められていく、教育現場における心理的な支援活動である。本授業で

は、教師あるいはスク－ルカウンセラ－が行う教育相談活動について、幼児・児童・生徒を理解するために

必要な知識や方法およびカウンセリングを含めた実際の介入方法などについて、知識を深めロールプレイや

討論も交えながら実践力を身につけることを目的とする。 

８．学習目標 

1.教育相談の意義と目的、内容と領域について理解し、説明することができるようになる。 

2.教育現場における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明や討論（事例検討も含める）
をすることができるようになる。 

3.教育相談を効果的に展開するため、枠組みとなる代表的なカウンセリングの理論と技術について理解し、 

説明やロールプレイをすることができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面や現代の諸課題について理解し、説明や討論をすることができる
ようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【レポート課題】 

「生徒指導と教育相談との関わりについて一つの事例を通して考察せよ」 

※１，０００字から１，２００字程度で述べなさい。 

【期末テスト】 

【振り返りシート作成】 

毎授業のまとめを行い、定期的に提出し、添削を受ける。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

春日井敏之・伊藤美奈子『よくわかる教育相談』ミネルヴァ書房。 

※必要に応じて授業内でプリントを配布する。 

【参考書】 

石隈利紀・藤井英行・田中輝美『生涯発達の中のカウンセリングⅡ』サイエンス社。 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育相談の意義と理論を理解し、説明できるか。 

2. カウンセリングに関する基礎的・基本的事項を理解し、説明やロールプレイをすることができるか。 

3. 教育相談の具体的な進め方やポイントを理解し、組織的な取り組みや他機関との連携の必要性、現代の課

題を把握して説明や討論（事例検討も含める）をすることができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

1.積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の５０％ 

2.レポート（小論文、中間レポートを含む） 総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本講義は教職のための資格科目であり、将来の教育者としての思考力、創造力、問題解決能力を養成し、

より実践的な理論、技能の獲得を目指している。この目的達成のため、受講者は次の事柄を遵守することを

望む。 

1. 常に高い緊張感と集中力を保って受講し、自己鍛錬を怠らない。 

2. 質問、発表を積極的に行い、主体性の形成に励む。 

3. 欠席、遅刻、早退をしないことで自己管理力をつける。 

4. 勝手な退室や、講義に関係のない振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などをせず、常にセ

ルフモニタリングにつとめる。 

なお、明らかに態度が悪いと判断された場合厳格な指導が行われる。その後も改善されない場合は全出

席であってもＦ評価になることがある。 

また教員は次のことを実行する。 

1. 講義の目的を明確にし、シラバスに沿って講義する。 

2. 声の大きさや話し方など、受講者の聞きやすさ、わかりやすさについて配慮する。 

3. 討議や演習など受講者が積極的に講義に参加できる環境を作る。 

4. 受講者の質問には誠実に対応する。 

5. 受講者が上記のメッセージ 1～４が守らない場合、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業時間内に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 講義日程 講義日程 

第１回 

オリエンテーション、教師に求められるカウンセリン

グマインドについて 

－カウンセリング演習 傾聴・繰り返し－ 

事前学習 
教育相談の「意義」と「目的」について、自分な

りの考えを持って講義に臨む。 

事後学習 
授業内容について理解したことをワークシート

にまとめファイリングする。 

  



 

 

第２回 
受容(共感)と指導(要求)、生徒指導と教育相談など 

－カウンセリング演習 傾聴・繰り返し－ 

事前学習 
教科書の pp.10～19 を熟読し、授業に生かす臨

床的視点 p.18 の事例について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、子どもの心を聴くことの意味

と意義を理解したことをワークシートにまとめ

ファイリングする。 

第３回 
子どもの発達課題と教育相談 

－カウンセリング演習 明確化－ 

事前学習 

教科書の pp.22～35 子どもの発達と教育相談を

熟読し、学童期の発達と教育相談について予習を

する。 

事後学習 

授業内容を復習し、子どもの発達に合わせた教育

相談について理解したことをワークシートにま

とめファイリングする。 

第４回 

学校現場における「問題行動」と教育相談①不登校、

いじめなど 

－事例によるカウンセリング演習  

明確化 児童との面接（不登校傾向）－ 

事前学習 

教科書の pp.42～47 学校現場における「問題行

動」と教育相談を熟読し、不登校、いじめの指導・

支援について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、不登校、いじめなどの問題行

動のとらえ方と支援の視点などを理解したこと

をワークシートにまとめファイリングする。 

第５回 

学校現場における「問題行動」と教育相談②万引き、

虐待など 

 －事例によるカウンセリング演習 

沈黙の処理 児童との面接（虐待）－ 

事前学習 

教科書の pp.48～57 学校現場における「問題行

動」と教育相談を熟読し、万引き、虐待の指導・

支援について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、万引き、虐待などの問題行動

のとらえ方と支援の視点などを理解したことを

ワークシートにまとめファイリングする。 

第６回 

特別支援教育と教育相談①発達障害とは 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（ＡＤＨＤ）－ 

事前学習 

教科書の pp.62～69 特別支援教育と教育相談を

熟読し、発達障害のとらえ方と対応について予習

をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、特別支援教育の基本的な考え

方や発達障害を理解したことをワークシートに

まとめファイリングする。 

第７回 

特別支援教育と教育相談②発達障害へのかかわりと

組織的な取り組み 

－校内委員会の模擬演習－ 

事前学習 

教科書の pp.70～81 特別支援教育と教育相談を

熟読し、気になる子どもへのかかわりと学級の取

り組みについて予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、特別支援教育コーディネータ

ーの意義と役割､校内委員会の実際について理解

したことをワークシートにまとめファイリング

する。 

第８回 
予防・開発的取り組みと教育相談①構成的グループ・

エンカウンター、ブリーフ・カウンセリングなど 

事前学習 

教科書の pp.82～87 予防・開発的取り組みと教

育相談を熟読し、問題解決から予防・開発的な教

育相談について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、さまざまな教育相談にかかわ

る技法を理解したことをワークシートにまとめ

ファイリングする。 

第９回 
予防・開発的取り組みと教育相談②アサーション・ト

レーニング、交流分析、ピアサポートなど 

事前学習 

教科書の pp.88～97 予防・開発的取り組みと教

育相談を熟読し、アサーション・トレーニングに

ついて予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、交流分析、ピアサポートなど

を理解したことをワークシートにまとめファイ

リングする。 

第１０回 

教師への支援と教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

教師との面接（悩む学級担任）－ 

事前学習 

教科書の pp.102～121 教師への支援と教育相談

を熟読し、教師支援の必要性について予習をす

る。 

事後学習 

授業内容を復習し、教師へのメンタルヘルスを理

解したことをワークシートにまとめファイリン

グする。 

第１１回 

保護者への支援と教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（子育て不安）－ 

事前学習 

教科書の pp.122～141 保護者の支援と教育相談

を熟読し、モンスターペアレント、若い保護者の

子育て不安への支援について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、親が抱えている問題への対応

を理解したことをワークシートにまとめファイ

リングする。 



 

 

第１２回 

校内の相談システムと教育相談（チーム学校としての

チーム支援） 

－チーム支援の模擬演習－ 

事前学習 

教科書の pp.142～159 校内の相談システムと教

育相談を熟読し、ネットワーク支援について予習

をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、チーム学校としてチーム支援

のシステムを理解したことをワークシートにま

とめファイリングする。 

第１３回 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

と教育相談 

－実際に活用する模擬演習－ 

事前学習 

教科書の pp.162～181 スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーと教育相談を熟読

し、学校で役立つスクールカウンセラー（SC）

の条件について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、スクールカウンセラーとスク

ールソーシャルワーカーの役割と活用の実際を

理解したことをワークシートにまとめファイリ

ングする。 

第１４回 

専門機関との支援ネットワークと教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（医療受診）－ 

事前学習 

教科書の pp.182～201 専門機関とのネットワー

クと教育相談について熟読し、医療機関との連携

について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、教育福祉医療及びそのたの機

関との連携を理解しワークシートにまとめファ

イリングする。 

第１５回 
授業のまとめ 

グループワーク（発表） 

事前学習 
第１４回までの授業で、教育相談について自分が

理解した内容を整理しておく。 

事後学習 
授業全体をふり返り、講義内容の理解を確認した

ことをワークシートにまとめファイリングする。 

期末試験 

 



 

 

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

３．科目番号 

SSMP3440 

SBMP3440 

SCMP3440 

SPMP3440 

EDTS3106 

EDTS3306 

２．授業担当教員 鈴木 克也 

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 
なし 

７．講義概要 

教育相談とは、幼稚園・小学校や中学校・高等学校など教育現場において、幼児・児童・生徒のこころの 問

題を扱うだけでなく、幼児・児童・生徒をとりまく保護者やさまざまな環境なども考慮しながら進められ て

いく、教育現場における心理的な支援活動である。本講義ではカウンセリングを実践できるように演習を取

り入れ、幼児・児童・生徒理解のために必要な知識・方法および実際の介入方法などについて、知識を深め

実践力を身に付けることを目的とする。 

８．学習目標 

1.教育相談の意義と目的、内容と領域について理解し、説明することができるようになる。 

2.学校における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明することができるようになる。 

3.教育相談を効果的に展開するため、枠組みとなる代表的なカウンセリングの理論と技術について理解し、 

説明することができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面について理解し、説明することができるよう 

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．教師だからこそできる教育相談について述べよ。 

 ＊カウンセラーとは異なり、子どもの身近にいるからこそできる教育相談と教師の強みについて考察せよ。 

２．教育相談で望ましい教師の態度について述べよ。 

＊ロジャーズのいう受容・共感・自己一致について考察する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

会沢信彦編著『コアカリキュラム対応 教育相談の理論と方法』北大路書房。 

【参考書】 

鈴木 康明編著『生徒指導・進路指導・教育相談テキスト』北大路書房。 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.教育相談に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。    

2.カウンセリングに関する理論や技術を理解し、対処できるようになっているか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の５０％ 

２ レポート（小論文、中間レポートを含む） 総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

・単純に１つの原因があるから問題が起こるという見方ではなく、児童/生徒を多面的に理解してほしい。 

・教師だからこそできる援助と限界を理解した上で、さまざまなアプローチを考えてほしい。 

・積極的態度で参加していただきたい。 

・不明な点は、授業時間のうちに質問していただきたい。 

・授業中の私語・携帯電話の使用は厳禁とする。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 学校における教育相談の意義 
事前学習 教科書を準備し、授業に備える。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第２回 
教育相談に関わる心理学の基礎的な理論① 

・力動論による心の理解 

事前学習 教科書 pp.23-25 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第３回 
教育相談に関わる心理学の基礎的な理論② 

・人間性心理学による心の理解 

事前学習 教科書 pp.28-29 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第４回 
教育相談に関わる心理学の基礎的な理論③ 

・行動主義心理学による心の理解 

事前学習 教科書 pp.25-27 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第５回 教育相談における心理療法の理論の活用 
事前学習 教科書 pp.29-31 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第６回 学校におけるカウンセリング 
事前学習 教科書 pp.32-41 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第７回 カウンセリングの基本技法(演習) 
事前学習 教科書 pp.42-51 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第８回 教育相談におけるアセスメント 
事前学習 教科書 pp.52-61 を読んでおく。  

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第９回 発達課題と教育相談 
事前学習 教科書 pp.72-91 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第１０回 いじめ問題への対応 
事前学習 教科書 pp.92-101 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第１１回 不登校と教育相談 
事前学習 教科書 pp.102-111 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 



 

 

第１２回 保護者支援と教育相談 
事前学習 教科書 pp.112-121 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第１３回 学級担任が行う教育相談 
事前学習 教科書 pp.122-131 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第１４回 学校全体で進める教育相談 
事前学習 教科書 pp.132-141 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

第１５回 
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー

カーの役割 

事前学習 教科書 pp.142-151 を読んでおく。 

事後学習 授業で配布した資料の理解を深める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育法規（初等）／教育法規（初等・幼） （2 単位） 

３．科目番号 
SJTC2402 

SJTC1402 
２．授業担当教員 鈴村 邦夫 

４．授業形態 

教育法規の基礎的な内容の把握については講義方式で進めるが、

質疑応答も含んだ双方向の授業が基本である。 
事例・演習問題等ではグループ・ディスカッションを取り入れ、
全体発表、検討などでは学生主体の授業を実施する。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
法学や憲法などを事前に履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本科目は、幼稚園・小学校・特別支援学校などの教育職員免許取得のためのものである。 

本講では、幼小連携を踏まえた教育法規の基礎知識を習得させながら、その上で、学校教育や幼児・児

童・生徒及び教職員に関する法律上の課題について、教育関係法令等に基づきながら実践的な事例を取り

上げ、幼稚園・小学校や特別支援学校の幼稚部・小学部などで生じる基礎的な法的問題に対応できる教員

となるための授業を実施する。 

教育法規に関する内容は、教員採用選考試験の教職教養科目や面接試験等の中で問われる頻度が一番高い

ものである。そこで、講義の中に随時、各都道府県の教員採用選考試験で出題された教育法規に関する問
題を取り上げ、法規に関する具体的な運用と解釈能力を養う。 

８．学習目標 

教育法規を学修したことで、下記の目標を達成し、法に根拠ある教育活動ができる教員となること。 

また、教員採用選考試験の教職教養の教育法規に関する問題に対応できるようになること。 

１． 教育法規の基礎知識について知り、その内容について説明できるようになることを目的とする。 

２． 教育関連法規の具体的な内容について学校(幼稚園・小学校及び特別支援学校の幼稚部・小学部)での

諸課題と照らし合わせて学び、考察することで、自らの意見をまとめ、発表することができるように

なる。 

３． 今日の学校で生じている教育法規に関する諸課題を学び、グループ・ディスカッションなどを通して

課題解決能力を身につけ、自分の言葉でまとめ、発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・予習が欠かせない科目である。なぜならば予習することによって、課題意識をもって講義に臨むことが

できるからである。その結果、学習の理解度に大きな差が生じることになるからである。 

・予習とはシラバスに対応して、「有権解釈に重きを置いた 教育法規」を読み、「書いて理解する 教育

法規」の空欄を埋めて講義に臨むこと。 

・講義内容に応じて、教員採用選考試験の過去問を配布するので、事前に解いて講義に臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
山本豊著『有権解釈に重きを置いた 教育法規 第三版』学校図書。（教科書と表示する） 
山本豊著『書いて理解する 教育法規 第二版』オフィス・サウス（サブノートと表示する） 

その他、必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法学（憲法を含む）での学習を踏まえ、教育法規という学校教育に関する法規を理解できたか。 

２．各学校（幼稚園・小学校・特別支援学校の幼稚部・小学部）に応じた教育法規の内容について具体的

事例を通して学び、身に付けることができたか。 

３．学んだ教育法規に関する知識を活用して教員採用選考試験問題を解き、選考試験に対応できる力を身

に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（発表、授業態度） ４０％ 

事前・事後学習の内容、や理解度テストの結果、出席状況等 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、判断力、問題解決能力を養成し、より実践的で具体的な知識を得るこ

とを目的としている。目的を達成するために受講生は以下の条件を守ること。 

１．授業中は、良き緊張感と集中力を保持して積極的な態度で授業に臨むこと。 

２．講義内容について事前に教科書を読み、サブノートの空欄を記入するなどの予習を必ず行い、課題意

識をもって講義に臨むこと。 

３．自ら進んで発表したり、質問したりして講義内容の理解に努めること。 

４．欠席、遅刻、早退をした場合は学習カードにその理由を記入すること。緊急事態が生じない限り、定

刻に授業は開始する。 

５．授業中の着帽、私語、飲食（ガムを含む）等は認めない。また、スマートフォンや携帯電話等は机上

に置かずにバッグの中にしまっておくこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

２．受講生全体に聞こえる声で話しをするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３．一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加

（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を目指す。 

４．遅刻、早退、授業中の着帽、居眠り、私語、スマートフォンや携帯電話の使用等、授業に臨む上で不

適切な言動が見受けられた場合は、厳格に対処する。 

５．授業開始前には教室にいるように心がけているので、質問がある人は早めに来室して疑問の解消に努

めること。また、授業後もすぐには退室しないので（次の授業までの時間がとれる限り）、詳しく知りたい

と思う内容があったら、遠慮無く尋ねること。 



 

 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、教育法規を学ぶ意義 

教育法規の体系と構造―  

教育法規、法体系と法の形式・形式的効力、国
の主な法令、地方の主な法規、法令間の矛盾抵
触を解決するための諸原理などについて理解
する。 

事前学習 

教科書のはしがき及び pp.20～29 を熟読し、それに対
応するサブノートの空欄を埋める。また、教科書の質問
コーナーの解答を考えることで、教育法規に興味や関
心をもつ。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味・

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第２回 

日本国憲法の教育に関連する規定―  

教育を受ける権利、義務教育、法の下の平等、

信教の自由、学問の自由などについて理解す

る。 

事前学習 
教科書の pp.30～37 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第３回 

教育基本法―① 

教育の目的、教育の目標、教育の機会均等、学

校教育、教員などについて理解する。  

事前学習 

教科書の pp.38～50 を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。また、教科書に対応
するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第４回 

教育基本法―② 

家庭教育、社会教育、学校、家庭及び地域住民
等の相互の連携協力、政治教育、宗教教育、教
育行政などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.50～58 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。教育基

本法の理解度テストに備える。 

第５回 

学校教育―① 

学校教育法１条校、学校の設置と管理、組織

編制、学校の運営などについて理解する。 

理解度テスト ① 

事前学習 

教科書の pp.60～77 を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。教科書に対応する
サブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問すること。 

第６回 
学校教育―② 

学校教育の目的と目標、教育課程、学習指導要
領などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.77～94 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第７回 

学校教育―③ 

教科書の使用義務と補助教材、備え付け表簿
の内容とその保存期間、学年・学期・授業日・
休業日などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.94～106を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。学校

教育の理解度テストに備える。 

第８回 

児童・生徒―① 

義務教育、義務教育諸学校の入学・転学・退

学・卒業、懲戒・体罰（その１）などについ

て理解する。 

理解度テスト ② 

事前学習 

教科書の pp.108～119 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第９回 
児童・生徒―② 

懲戒･体罰（その２）、出席停止について理解す
る。 

事前学習 
教科書の pp.119～147 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。理解

度テストに備える。 

第１０回 

学校保健・安全・給食―① 

学校保健、学校安全、学校給食について理解

する。 

事前学習 

教科書の pp.148～174 を熟読し、質問コーナーの解答

を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて

図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す

るサブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 
学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット



 

 

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１１回 

特別支援教育 

 特別支援学校、特別支援学級、通級による指

導について理解する。 

 

教職員－① 

 教員、教育公務員の定義 

事前学習 

教科書の pp.176～187 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１２回 
教職員―② 

学校に配置される教職員、配置職員と職務教
職員の資格などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.188～200 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１３回 
教職員―③ 

免許状、任用、服務、分限処分と懲戒処分など
について理解する。 

事前学習 
教科書の pp.200～250 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１４回 

教職員―④ 

研修、給与、勤務時間その他の勤務条件など

について理解する。 

教育行財政― 

国と地方の役割分担、教育委員会、学校の管理
及び経費の負担などについて理解する。  

事前学習 

教科書の pp.251～311 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１５回 

その他の教育関連法規― 

国家賠償、社会教育、学校図書館法、児童虐

待の防止等に関する法律などについて理解

する。 

理解度テスト ④ 

事前学習 

教科書の pp.312～365 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

本授業を振り返り、学習目標を達成できたかどうか自

己評価する。課題が残った場合は、今後の学習や実習等

で解決を図る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE2104 

EDTE2304 
２．授業担当教員 池田 芳和 

４．授業形態 講義、グループ討議を用いる。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
学校における教育活動の中核である授業を、児童・生徒が主体的・対話的で深い学びを実現し、これからの

社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器
及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 学ぶことの意味を捉え直し、問いを持つことの大切さを理解するとともに、これからの社会を担う子供た

ちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解する。 

2. 教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付ける。 

3. 情報機器を活用した効果的な授業や情報活用能力の育成を視野に入れた適切な教材の作成・活用に関する

基礎的な能力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○教科書の各章の要点整理及び講義内容の整理 

○課題 「授業の構成要素のうち、あなたが大切にしていきたい要素を三つ選び、その訳を１０００字程度で

論じなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

【参考書】 

多田敏文著『教育の方法と技術』学芸図書株式会社 

【参考資料】 

生徒指導提要（平成 22 年 3 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「何をどのように教え・学ばせるのか」「何が出来るようになるか」という観点から、教育方法を習得す

ることが出来たか。 

２．教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

これまでの自己の学びを振り返りながら、学びの意味を再認識し、子どもの認識に応じた教育方法を新しい

学習指導要領に即して考える。 

13．オフィスアワー 授業日の授業以外の時間、随時（開講時に、詳細は伝達） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテェーションー教育方法とは 
・教育方法の意義と学びとの関係を考え、
自己の教育に対する考えを整理する。 

事前学習 シラバスを読んで、学修の概要を知る。 

事後学習 「学び」について考えを整理する。 

第２回 

学ぶとは？ 
・学ぶとはどういうことかを考えるとと 
もに、学びの発達についてグループで 
考え発表する。少人数グループでまと 
めた意見を、書画カメラを使って発表 
する。 

事前学習 「学びの構造」を読み、感想をまとめる。 

事後学習 ピアジェの「問いと学び」を読み、その関係をまとめる。 

第３回 

言葉と思考 
・「問いと学び」を読んで、学ぶとはどう 
いうことかを考えるとともに、学習指 
導要領で重視されている「言語活動の 
充実」との関連についてグループで話 
し合い、書画カメラを使って発表する。 

事前学習 「学び」とはどういうものかレポートを書く。 

事後学習 言葉と思考の関係について，まとめる。 

第４回 

学校教育の課題 
・子どもの現状や現代学校教育の課題に 
ついて知るとともに、授業の質を高め 
るために「主体的･対話的で深い学び」 
など、改善の方向を考え、国の動向に 
ついて理解する。書画カメラを使って 
発表する。 

事前学習 教育課題の種類とその原因を調べる。 

事後学習 
中教審答申、学習指導要領総則をよみ、授業改善の方向 
をレポートする。 

第５回 

教育課程の工夫 
・子どもたちの実態から考えられる教育 
課題解決のために、どうすればよいの 
か考えるとともに、国はどのような考 
えで教育を進めようとしているのか学 
ぶ。 

事前学習 
中教審答申「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の 
在り方について」を読み、課題をとらえる 

事後学習 
学習指導要領総則の｢学校段階等間の接続｣を読み、「三つ 
の自立」｢資質・能力の三つの柱｣についてまとめる。 

第６回 

教育課程の基準と教育方法 
・学習指導要領では、「主体的・対話的 
 で深い学び」のほかに、どのような教 
育方法を用いることを提案しているか 
を調べ、情報教育の在り方について、 
グループで話し合い，発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 
情報機器の有効な活用やプログラミングの知識について 
整理する。 

第７回 

情報教育と指導の留意点 
・少人数グループでまとめた意見を基に、 
新しい教育を推進するための情報教育 
について、ネット社会の功罪について 
学ばせ、話し合いを深める。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 グループで討議したことを整理しておく。 



 

 

第８回 

学習活動の工夫 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、学習過 
程における，見通しや学習形態の工夫 
などについて調べ、効果的な学習方法 
の在り方をグループで考え、発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 
効果的な学習方法の在り方について、学修したことを整 
理しておく。 

第９回 

体験活動と振り返り学習 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、体験活 
動の進め方について、資料を調べ、効 
果的な学習にするための「振り返り学 
習」の重要性について、グループで考 
える・発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 体験活動と振り返り学習は一体であることをまとめる。 

第１０回 

授業の構成要素 
・よい授業を行うために、授業の構成要 
素について、学生の体験を基に、ルー 
プで構成要素を考えさせ、その根拠に 
ついてまとめ、発表する。 

事前学習 
どんな授業に魅力を感じたのか，個々の体験をまとめて 
おく。 

事後学習 授業の計画・設計・実施・評価等に分けてまとめる。 

第１１回 

指導計画作成の配慮事項 
・授業の構想、授業の設計段階で重要な 
知識についてしらべ、グループで大切 
なことについて話し合い、発表する。 

事前学習 指導計画の作成について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
何を，どのように，学ばせるのかについて、総則を基に 
まとめる。 

第１２回 

教師の指導技術 
・教師の姿勢態度や教師の働きかけの重 
要性について，資料を調べ、グループ 
で話し合い，まとめを発表する。 

事前学習 学級経営の方向性について調べておく。 

事後学習 
教師の姿勢態度や教師の働きかけの重要性について，教 
育実習に向けて整理して，まとめる。 

第１３回 

教材教具の活用と条件作り 
・良い授業を作るための条件として、教 
材教具の取扱、情報機器の活用、コン 
ピュータ、電子黒板、デジタル教科書 
等の活用上の配慮事項，その他の条件 
作りについて調べ、授業の効率を話し 
合う、発表する。 

事前学習 教材教具の効果について，調べておく。 

事後学習 教材教具の活用と条件作りについて、まとめる。 

第１４回 

授業の評価とその方法 
・授業の評価について，目標の実現度の 
はかり方や児童への生かし方について 
調べ、良い評価についてまとめ、発表 
する。 

事前学習 授業の評価の意義について，調べておく。 

事後学習 
授業の構成要素について，自分の大切にしたいことを選 
びレポートを考える。 

第１５回 

私の授業構成論と教育方法のまとめ 
・授業の構成要素について、自分なりの 
考えをまとめ、発表する。 

・教育方法論のまとめをする。 

事前学習 
授業の構成論についてのレポートのポイントをまとめ
る。 

事後学習 教育方法論で得た学びを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE2104 

２．授業担当教員 河村 明和 

４．授業形態 講義、グループ討議を用いる。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学概論や教育課程論などを事前に履修していることが望ましい。 

７．講義概要 
学校における教育活動の中核である授業を、児童・生徒が主体的・対話的で深い学びを実現し、これからの

社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器
及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 学ぶことの意味を捉え直し、問いを持つことの大切さを理解するとともに、これからの社会を担う子供た

ちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解する。 

2. 教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付ける。 

3. 情報機器を活用した効果的な授業や情報活用能力の育成を視野に入れた適切な教材の作成・活用に関する

基礎的な能力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習と事後学習を行い授業に参加すること。レポートを授業の中で二回行います。授業の内容や自分の

経験などから課題についてレポートを作成して下さい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

【参考書】 

佐藤学『教育の方法』学芸図書株式会社。 

【参考資料】 

生徒指導提要（平成 22 年 3 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「何をどのように教え・学ばせるのか」「何が出来るようになるか」という観点から、教育方法を習得す
ることが出来たか。 

２．教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では何を学ばせるかを考え、皆さんが学び、考えた教育の目的をどのような方法で達成するかを一

緒に考えます。教育方法について一緒に学んで行きましょう。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義でガイダンスします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーションー教育方法とは 
・教育方法の意義と学びとの関係を考え、
自己の教育に対する考えを整理する。 

事前学習 シラバスを読んで、学修の概要を知る。 

事後学習 「学び」について考えを整理する。 

第２回 

学ぶとは？ 
・学ぶとはどういうことかを考えるととも
に、学びの発達についてグループで考え
発表する。少人数グループでまとめた意
見を発表する。 

事前学習 「学びの構造」を読み、感想をまとめる。 

事後学習 ピアジェの「学びと構造」を読み、その関係をまとめる。 

第３回 

言葉と思考 
・「学びと構造」を読んで、学ぶとはどうい
うことかを考えるとともに、学習指導要
領で重視されている「言語活動の充実」
との関連についてグループで話し合い、
発表する。 

事前学習 「学び」とはどういうものかレポートを書く。 

事後学習 言葉と思考の関係について，まとめる。 

第４回 

学校教育の課題 
・子どもの現状や現代学校教育の課題につ
いて知るとともに、授業の質を高めるた
めに「主体的･対話的で深い学び」など、
改善の方向を考え、国の動向について理
解する。 

事前学習 教育課題の種類とその原因を調べる。 

事後学習 
中教審答申、学習指導要領総則をよみ、授業改善の方向 
をレポートする。 

第５回 

教育課程の工夫 
・子どもたちの実態から考えられる教育課
題解決のために、どうすればよいのか考
えるとともに、国はどのような考えで教
育を進めようとしているのか学ぶ。 

事前学習 
中教審答申「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の 
在り方について」を読み、課題をとらえる 

事後学習 
学習指導要領総則の｢学校段階等間の接続｣を読み、「三つ 
の自立」｢資質・能力の三つの柱｣についてまとめる。 

第６回 

教育課程の基準と教育方法 
・学習指導要領では、「主体的・対話的で深
い学び」のほかに、どのような教育方法
を用いることを提案しているかを調べ、
情報教育の在り方について、グループで
話し合い，発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 グループごとに調べた学習方法を整理しておく。 

第７回 

学習方法の理論 
・少人数グループでまとめた意見を基に、
新しい教育を推進するための学習方法の
理論について、学び、話し合いを深める。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 グループで討議したことを整理しておく。 

  



 

 

第８回 

学習活動の工夫 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、学習過程
における，見通しや学習形態の工夫など
について調べ、効果的な学習方法の在り
方をグループで考え、発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 
効果的な学習方法の在り方について、学修したことを整 
理しておく。 

第９回 

体験活動と振り返り学習 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、体験活動
の進め方について、資料を調べ、効果的
な学習にするための「振り返り学習」の
重要性について、グループで考える・発
表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 体験活動と振り返り学習は一体であることをまとめる。 

第１０回 

授業の構成要素 
・よい授業を行うために、授業の構成要素
について、学生の体験を基に、ループで
構成要素を考えさせ、その根拠について
まとめ、発表する。 

事前学習 
どんな授業に魅力を感じたのか，個々の体験をまとめて 
おく。 

事後学習 授業の計画・設計・実施・評価等に分けてまとめる。 

第１１回 

指導計画作成の配慮事項 
・授業の構想、授業の設計段階で重要な知
識についてしらべ、グループで大切なこ
とについて話し合い、発表する。 

事前学習 指導計画の作成について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
何を，どのように，学ばせるのかについて、総則を基に 
まとめる。 

第１２回 

教師の指導技術 
・教師の姿勢態度や教師の働きかけの重要
性について，資料を調べ、グループで話
し合い，まとめを発表する。 

事前学習 学級経営の方向性について調べておく。 

事後学習 
教師の姿勢態度や教師の働きかけの重要性について，教 
育実習に向けて整理して，まとめる。 

第１３回 

教材教具の活用と条件作り 
・良い授業を作るための条件として、教材
教具の取扱、情報機器の活用、コンピュ
ータ、電子黒板、デジタル教科書等の活
用上の配慮事項，その他の条件作りにつ
いて調べ、授業の効率を話し合う、発表
する。 

事前学習 教材教具の効果について，調べておく。 

事後学習 教材教具の活用と条件作りについて、まとめる。 

第１４回 

授業の評価とその方法 
・授業の評価について，目標の実現度のは
かり方や児童への生かし方について調
べ、良い評価についてまとめ、発表する。 

事前学習 授業の評価の意義について，調べておく。 

事後学習 
授業の構成要素について，自分の大切にしたいことを選 
びレポートを考える。 

第１５回 

私の授業構成論と教育方法のまとめ 
・授業の構成要素について、自分なりの考
えをまとめ、発表する。 

・教育方法論のまとめをする。 

事前学習 
授業の構成論についてのレポートのポイントをまとめ
る。 

事後学習 教育方法論で得た学びを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等）／教育方法論（初等・幼）（2 単位） 

３．科目番号 SJMP2208 

２．授業担当教員 河村 明和 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特に限定しませんが、教育学概論を受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

教育方法とは、一般的に､教授･学習の方法を意味しており、幼稚園を含む学校で行うすべての教育指導が

含まれる。本科目では、教育方法の変遷、教育課程、授業の構造、教育の技術、教育評価などの基礎的事項
について理解する。それらを踏まえて、幼児･児童の側に立った指導方法、教材の検討、地域の人材活用､コ
ンピュ－タなどの情報機器を利用した教育方法等について学習する。さらに､今日的課題である幼・保・小の

校種間の連携や､家庭との連携のあり方について考える。 

８．学習目標 

１．教育方法の歴史的変遷を理解する。 
２．教育方法の理論と考え方を理解する。 

３．授業の概念や様式についての理解を深める。 
４．幼・保・小の連携や地域社会との連携のあり方について考え、自分の意見を言うことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

学習前に教科書を読んでくることが好ましい。 

レポートについては、二回のレポート提出を予定しています。期限を守って提出して下さい。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館。 

【参考書】 

佐藤学『教育の方法』 

【参考資料】 

生徒指導提要（平成 22 年 3 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「教育方法」に関する基礎的事項について概ね理解できたか。  
２．「教育方法」に対して、自分の考えや、疑問を持ち、討論などを通して深めることができたか。 
○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 
１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 
２．授業後の提出物・レポート・テストなど  総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では何を学ばせるかを考え、皆さんが学び、考えた教育の目的をどのような方法で達成するかを一
緒に考えます。教育方法について一緒に学んで行きましょう。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義の中でガイダンスします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテェーションー教育方法とは 
・教育方法の意義と学びとの関係を考え、
自己の教育に対する考えを整理する。 

事前学習 シラバスを読んで、学修の概要を知る。 

事後学習 「学び」について考えを整理する。 

第２回 

学ぶとは？ 
・学ぶとはどういうことかを考えるとと 
もに、学びの発達についてグループで 
考え発表する。少人数グループでまと 
めた意見を発表する。 

事前学習 「学びの構造」を読み、感想をまとめる。 

事後学習 ピアジェの「学びと構造」を読み、その関係をまとめる。 

第３回 

言葉と思考 
・「学びと構造」を読んで、学ぶとはどう 
いうことかを考えるとともに、学習指 
導要領で重視されている「言語活動の 
充実」との関連についてグループで話 
し合い発表する。 

事前学習 「学び」とはどういうものかレポートを書く。 

事後学習 言葉と思考の関係について，まとめる。 

第４回 

学校教育の課題 
・子どもの現状や現代学校教育の課題に 
ついて知るとともに、授業の質を高め 
るために「主体的･対話的で深い学び」 
など、改善の方向を考え、国の動向に 
ついて理解する。 

事前学習 教育課題の種類とその原因を調べる。 

事後学習 
中教審答申、幼稚園教育要領解説をよみ、教育について 

をレポートする。 

第５回 

教育課程の工夫 
・子どもたちの実態から考えられる教育 
課題解決のために、どうすればよいの 
か考えるとともに、国はどのような考 
えで教育を進めようとしているのか学 
ぶ。 

事前学習 
中教審答申「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の 
在り方について」を読み、課題をとらえる 

事後学習 
学習指導要領総則の｢学校段階等間の接続｣を読み、「三つ 

の自立」｢資質・能力の三つの柱｣についてまとめる。 

第６回 

教育課程の基準と教育方法 
・学習指導要領では、「主体的・対話的 
 で深い学び」のほかに、どのような教 
育方法を用いることを提案しているか 
を調べ、情報教育の在り方について、 
グループで話し合い，発表する。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 グループごとに調べた学習方法を整理しておく。 

第７回 

学習方法の理論 
・少人数グループでまとめた意見を基に、 
新しい教育を推進するための学習方法と
その理論にについて学ばせ、話し合いを
深める。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 グループで討議したことを整理しておく。 

  



 

 

第８回 

学習活動の工夫 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、学習過 
程における，見通しや学習形態の工夫 
などについて調べ、効果的な学習方法 
の在り方をグループで考え、発表する。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
効果的な学習方法の在り方について、学修したことを整 

理しておく。 

第９回 

体験活動と振り返り学習 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、体験活 
動の進め方について、資料を調べ、効 
果的な学習にするための「振り返り学 
習」の重要性について、グループで考 
える・発表する。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 体験活動と振り返り学習は一体であることをまとめる。 

第１０回 

遊びにおける学び 
・今まで体験した遊びがどのような教育的
効果を持っていたかを考え、グループで 
遊びについて発表する。 

事前学習 
どのような遊びが個人の成長を促したか，個々の体験をま
とめておく。 

事後学習 遊びの展開について整理しておく。 

第１１回 

遊びにおける学びの理論 
・今まで体験した遊びがどのような教育的
効果を持っていたかを考え、遊びの発達
段階の視点で整理する。 

事前学習 遊びの発達段階について確認しておく。 

事後学習 
遊びの発達段階に配慮した遊びの展開と、その視点で遊び

にかかわることができるようにする。 

第１２回 

教師の指導技術 
・教師の姿勢態度や教師の働きかけの重 
要性について，資料を調べ、グループ 
で話し合い，まとめを発表する。 

事前学習 学級経営の方向性について調べておく。 

事後学習 
教師の姿勢態度や教師の働きかけの重要性について，教 

育実習に向けて整理して，まとめる。 

第１３回 

教材教具の活用と条件作り 
・絵本における教育的効果とデジタル絵本
との関連や違いについて考え、グループで
検討し発表する。 

事前学習 教材教具の効果について，調べておく。 

事後学習 教材教具の活用と条件作りについて、まとめる。 

第１４回 

授業の評価とその方法 
・授業の評価について，目標の実現度の 
はかり方や児童への生かし方について 
調べ、良い評価についてまとめ、発表 
する。 

事前学習 授業の評価の意義について，調べておく。 

事後学習 
学習の構成要素について，自分の大切にしたいことを選 

びレポートを考える。 

第１５回 

私の授業構成論と教育方法のまとめ 
・授業の構成要素について、自分なりの 
考えをまとめ、発表する。 

・教育方法論のまとめをする。 

事前学習 授業の構成論についてのレポートのポイントをまとめる。 

事後学習 教育方法論で得た学びを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2208  

２．授業担当教員 後藤 泰博 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特に限定しませんが、教育学概論を受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

教育方法とは、一般的に､教授･学習の方法を意味しており、幼稚園を含む学校で行うすべての教育指導が

含まれる。本科目では、教育方法の変遷、教育課程、授業の構造、教育の技術、教育評価などの基礎的事項
について理解する。それらを踏まえて、幼児･児童の側に立った指導方法、教材の検討、地域の人材活用､コ
ンピュ－タなどの情報機器を利用した教育方法等について学習する。さらに､今日的課題である幼・保・小の

校種間の連携や､家庭との連携のあり方について考える。 

８．学習目標 

１．教育方法の歴史的変遷を理解する。 
２．教育方法の理論と考え方を理解する。 

３．授業の概念や様式についての理解を深める。 
４．幼・保・小の連携や地域社会との連携のあり方について考え、自分の意見を言うことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

学習前に教科書を読んでくることが好ましい、最低限前時に配布した課題プリントはやってくること。 
レポートについては、講義の中で説明を行うが夏季休暇の前に1000字程度、期末に1500字程度のレポートを
提出してもらう予定です。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

戸江茂博 (著, 監修)『幼児教育方法論』学文社 2019 

【参考書】 

田中俊也著『教育の方法と技術』ナカニシヤ出版 2017 

【参考資料】 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
１．「教育方法」に関する基礎的事項について概ね理解できたか。  

２．「教育方法」に対して、自分の考えや、疑問を持ち、討論などを通して深めることができたか。 
○評定方法 
[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 
２．授業後の提出物・レポート・テストなど  総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教育方法の歴史と理論を体系的に概観し、幼児教育の様々な方法とその意味についていっしょに考えましょ

う。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義の中でガイダンスします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテェーション 
保育の基本と保育内容・保育方法を理解する 

事前学習 シラバスを読んで、学修の概要を知る。 

事後学習 
「1. 保育の基本、内容、方法について整理す
る。 

第２回 

西洋における教育思想と教育方法の歴史を学ぶ。 
1. 近代教育思想の成立と幼児教育 
2. 子ども中心主義の思想と教育 
3. 進歩主義教育とジョン・デューイ 

事前学習 教科書第２章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
西洋における教育思想、教育方法の歴史それぞ
れについてその関係をまとめる。 

第３回 

日本における保育内容と保育方法の歴史を学ぶ(戦前) 
1. 近代における学校教育のはじまり 
2. 明治期における教育方法の発展 
3. 新教育運動と保育思想の発展 
4. 戦後の幼児教育のはじまり 

事前学習 教科書第３章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
戦前の日本における保育内容と保育方法の歴
史についてまとめる。 

第４回 

日本における保育内容と保育方法の歴史を学ぶ(戦後) 
1. 経験主義の教育方法と「保育要領」(1948 年) 
2. 総合的な指導と「幼稚園教育要領」(1956 年、1964 
年)・「保育所保育指針」(1965 年) 
3. 環境による保育と「幼稚園教育要領」(1989 年)・「保
育所保育指針」(1990 年) 
4. 生きる力の基礎を育む保育と「幼稚園教育要領」
(1998 年)・「保育所保育指針」(1999 年) 
5. 「子育て支援」と幼稚園教育要領(2008 年)・保育所
保育指針(2008 年) 
6. アクティブ・ラーニングと幼稚園教育要領(2017 年),
保育所保育指針(2017 年),及び幼保連携型認定こども園
教育・保育要領(2017 年) 

事前学習 教教科書第４章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
戦後の日本における保育内容と保育方法の歴
史について整理する。 

第５回 

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認
定こども園教育・保育要領」における教育・保育方法に
ついて学ぶ 
1. 「 幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型
認定こども園教育・保育要領」の改訂(改定)とそのポイ
ント  
2. 「 幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型
認定こども園教育・保育要領」と教育・保育の方法 

事前学習 教科書第５章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
幼稚園教育要領、保育所保育指針についてまと

める。 

第６回 

子どもの発達と特性を知る 
1. 発達とは何か 
2. 子どもの標準の発達 
3. 特別な支援を必要とする子どもの発達 

事前学習 教科書第６章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 子どもの発達について整理する。 

第７回 
環境を通して行う保育を学ぶ 

1. 一人ひとりの子どもを理解する(幼児理解) 

事前学習 教科書第７章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 環境を通して行う保育の内容を整理しておく。 



 

 

2. 子どもの発達の時期をとらえる 

3. 幼児保育に基づく保育の方法 
4. これからにつながる保育 

第８回 

幼児理解とその方法について学ぶ 
1. 環境を通して行う保育 
2. 保育の環境 
3. 子どもにふさわしい保育環境の構成 
4. 身近な自然環境との関わり 
5. 環境を生かした保育方法 

事前学習 教科書第８章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 幼児教育の特徴について理解する。 

第９回 
遊びと保育の関係を学ぶ 

1. 幼児期にふさわしい遊びとは 
2. 遊びを支える保育者の役割 

事前学習 教科書教科書第９章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 幼児の遊びと学びの関係について理解する。 

第１０回 

幼児とのコミュニケーションを実践する 
1. 幼児とのコミュニケーション 
2. 「言葉による伝え合い」の姿を育むために 
3. 保護者と子どものコミュニケーションの架け橋に 
4. 外国のルーツをもつ幼児とのコミュニケーション 

事前学習 教科書第１０章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
幼児とのコミュニケーションの課題について

まとめる 

第１１回 

幼児教育とメディアについて学ぶ 
1. 幼児向け教育番組の変遷 
2. メディアとしての児童文化財 
3. メディアへの依存の危険性と注意の喚起 
4. 子どもの遊びとメディアーメディアの正しい活用― 
5. 今後のメディアと保育の課題―メディアリテラシー
の獲得と保育者の専門性向上のために― 

事前学習 教科書第１１章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
幼児教育とメディアについて光と影の部分に
注目してまとめる。 

第１２回 

保育計画とは何か,考え方を学ぶ 
1. 保育の計画の必要性 
2. 保育の計画の種類 
3. 保育の計画の基本となるポイント 
4. 保育の計画の考え方 
5. カリキュラム・マネジメントとの関連 

事前学習 教科書第１２章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
保育計画について，保育実習に向けて整理す
る。 

第１３回 

保育計画とは何か,指導案を立ててみよう 
1. 保育計画とは 
2. 指導計画案作成の基本 
3. 指導計画と保育実践における留意点 
4. 指導案作成でのポイント 
5. 指導案作成の具体的な書き方 
6. 指導案例の提示と解説 

事前学習 教科書第１３章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 指導計画作りについて、まとめる。 

第１４回 

発達障害のある子どもへの保育のあり方を学ぶ 
1. 園におけるさまざまな子どもたち 
2. 発達障害のある子どもたちを支援する保育者として 
3. 発達障害のある子どもたちを子育てする保護者への
支援 
4. 発達障害のある子どもたちの内面を理解する 
5. 保幼小中高の連続性での「今」を大切にする保育実
践 

事前学習 教科書第１４章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 
障害のある子どもへの対応とその保護者への
援助や関係諸機関との連携等について考える。 

第１５回 

保幼小連携をふまえた保育のあり方を学ぶ 
1. 小学校との接続における幼児教育 
2. 環境を通して行う保育 アクティブ・ラーニング 
3. 幼児期に育みたい資質・能力 
4. 保幼小連携協働を目指すための保育者の専門性 
5. 幼児教育と小学校教育のつながりを大切にするため
に 

事前学習 教科書第１５章を読み、感想をまとめる。 

事後学習 保幼小の連携について整理する。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠA （4 単位） 

３．科目番号 
GECD3411 

GECD3211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・問題演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次までの教職課程科目並びに教員基礎演習Ⅰ/教員基礎演習ⅡAをすでに単位取得していることが望ましい。 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門的知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身に付けることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。本学の教員採用試験の記

述試験対策は、1 年次の教員基礎演習Ⅰ（一般教養）、2 年次の教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年次の教員開発演習

ⅠA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員開発演習ⅠA においては、「教職教養」の重要ポイン

トを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。各回の演習においては、「教職教養」の各領

域の傾向と対策の説明、重要ポイントの解説、過去問演習を行う。 

８．学習目標 

1．教育に関する基礎的な教養を身に付け、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得することができる。 

2．教職教養の各領域の出題傾向を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

3．教職教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

4．教職教養の各領域の過去問演習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集等に取り組み、

自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集１ 教職教養』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育における基礎的教養にかかわる知識を身に付け、現場で実践するための応用力を身に付けることができる。（学

習目標 1） 

・教職教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 2、3） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各界の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成績

（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取得の

条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達成の

ため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更される

場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

教育原理①教育の意義と目的および教育方法（pp.2～

11） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２回 
教育原理②教育方法（pp.5～11） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第３回 
教育原理③教育課程（pp.12～15） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第４回 
教育原理④学習指導要領（pp.16～24） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第５回 
教育原理⑤道徳教育（pp.25～32） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第６回 
教育原理⑥特別活動（pp.33～38） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第７回 教育原理⑦生徒指導：生徒指導提要を中心に（pp.39 事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 



 

～47） 

＊授業の後半に確認テストを実施 
事後学習 

確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第８回 

教育原理⑧生徒指導：いじめ問題、カウンセリングを

中心に（pp.39～47） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第９回 

教育原理⑨障害児教育：特別支援教育全般を中心に

（pp.48～55） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１０回 

教育原理⑩障害児教育：LD、ADHD を中心に（pp.48～

55） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１１回 
教育原理⑪人権教育・同和教育（pp.56～63） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１２回 
教育原理⑫社会教育・生涯学習（pp.64～69） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１３回 
教育原理⑬学校と学級の運営（pp.70～74） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１４回 
教育原理⑭教育時事（pp.75～82） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１５回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果

と課題を確認すること。 

第１６回 
西洋教育史①古代・中世を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１７回 
西洋教育史②近世を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１８回 
西洋教育史③近代を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１９回 
西洋教育史④現代を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２０回 
教育法規①日本国憲法を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２１回 
教育法規②教育基本法を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２２回 
教育法規③学校に関する法規を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２３回 

教育法規④学校運営・教科書・教材・著作権を中心に

（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２４回 
教育法規⑤学校保健・安全を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２５回 

教育法規⑥子どもに関する法規を中心に（pp.172～

225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第２６回 
教育法規⑦児童虐待を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２７回 

教育法規⑧地方公務員法、教育公務員特例法を中心に

（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２８回 

教育法規⑨教職員の種類と職務を中心に（pp.172～

225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第２９回 
教育法規⑩教育行政、生涯学習を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 



 

第３０回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠB （4 単位） 

３．科目番号 GECD3212 

２．授業担当教員 大上 忠幸 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠＢと教員基礎演習ⅡＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事が

できる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う。 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか。 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う
ことができたか。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   履歴書を書く（自己ピーアール） 

事前学習 教科書 pp.8～14の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第７回 Unit 2 インターンシップ 事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 



 

 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 
事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   学生時代に熱心に取り組んだことを書く 

事前学習 教科書 pp.36～37の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１３回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１４回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１５回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１６回 

Unit 4 初めての仕事 

７課 報告書を書く 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.45～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   社内メールを書く 

ケーススタディ４ 「例の」、「あれ」って何？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.58～60の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 5 電話対応 

９課 電話を取り次ぐ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.61～66の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.67～71の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    電話クイズ 

ケーススタディ５ 「（さ）せていただく」の洪水？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.72～74の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 6 社外の交渉 

１１課 アポを取る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.75～81の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.82～86の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    謝罪のメールを書く 

事前学習 教科書 pp.87の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 

Unit 6 社外の交渉 

ケーススタディ６ ダメならダメと早く言って！ 

                  ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.88～89の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２６回 

Unit 7 社内の交渉 

１３課 誘いを断る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.91～96の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第２７回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.97～100の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２８回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    有給休暇について考える 

ケーススタディ７ 10 分遅れただけなのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.101～102の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２９回 敬語表現、Unit 4～7 復習 
事前学習 教科書 pp.45～103の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第３０回 振り返りと日本語到達度チェック 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（小学校） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE4391 

２．授業担当教員 池田 芳和 

４．授業形態 講義、演習、実習等を適宜利用する ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教職実践演習（小学校）は、本学の教員養成に必要な「理論と実践」の融合を目指す科目として設定さ
れている。これまでの学習を通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機
的に統合され、形成されたかについて、最終的に確認する科目である。 
この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に

応じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートで
きるようになることを期待して実施される科目である。 

８．学習目標 

教員として求められる資質・能力の形成に関して、以下の目標を設定し、達成することができる。  
① 職務遂行に必要な使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項を再確認する。 
② 社会性や対人関係能力に関する事項の発揮に関しての再確認をする。 
③ 実習等で得られた幼児・児童・生徒理解の仕方や学級経営の在り方等に関する事項の再確認をする。 
④ 教科・領域等教育課程の実施に当たっての指導力・実践力に関する事項の再確認をする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

「学び続ける教師」として生きていけるように、座学で得た知識・技能、自らの教育実習、ボランティア
体験や社会参加した経験の生かし方を中心に、自分の考えをまとめられるように課題を設定していく。 
① 目指す教師像との関連から理論や経験を整理させる。 
② 教育課題への適切な対応ができるよう考えを広げる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】※ 特定の教科書は使用しない。 
【参考書】 文部科学省発行『小学校学習指導要領「総則編」』 

文部科学省発行『生徒指導提要』 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ３０％ 

レポート課題      ４０％ 

日常の学習状況     ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学で４年間学習を積み多くのことを身に着けたことと考える。毎回のテーマにかかわる知識を基に教育
者としての資質を高めるように努力してほしい。 

13．オフィスアワー 授業日の授業のない時間、随時（一時間目に伝達） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 目指す教師像について考える。 
事前学習 目指す教師像を考える。 

事後学習 目指す教師像のマインドマップを作り、完成させる。 

第２回 
目指す教師像からみて 教育実習の経験の
課題とその解決方法 

事前学習 マインドマップから自分にとっての課題を抽出しておく。 

事後学習 自らの課題の携行性をまとめる。 

第３回 
学校が見た東京福祉大学の教育実習生の姿

から課題を考える。 

事前学習 教育実習記録で指摘されたことを抽出しておく。 

事後学習 
福祉大学の学生の課題と目標を整理し、自らの課題につい

て解決策を考え、レポートにまとめる。 

第４回 小学校教員の仕事を振り返る。 
事前学習 

実習やボランティアで分かった学校の仕事の実際をメモす
る。 

事後学習 経験できなかった仕事について、概要をまとめておく。 

第５回 校務分掌と服務の在り方について 
事前学習 

服務の根本基準をはじめ、教育公務員の守るべき法規につ

いて整理する。 

事後学習 事例を通して、問題を整理する。 

第６回 キャリア教育と資質能力について 
事前学習 キャリア教育について調べておく。 

事後学習 資質能力について、趣旨と目的をしっかりとらえておく。 

第７回 学校における組織マネジメントについて 

事前学習 「もしドラ」を読んでおく。 

事後学習 
組織マネジメントと学級経営についてを関連づけ、まとめ

る。 

第８回 学級経営案の書き方について」 
事前学習 

目指す教師像から見て、どのような子供を育てるのかを明
確にしておく。 

事後学習 学級経営案を実習校の経験を生かして完成させる。 

第９回 授業改善のための研修の在り方について 
事前学習 

多くの友達の学級経営案の学習指導の方策について確認す

る 

事後学習 研修の意義と方策についてまとめておく。 

第１０回 児童理解にたった学習指導について 
事前学習 子供を生かす学習指導の要素を考えておく。 

事後学習 DVDの感想をまとめておく。 

第１１回 授業の進め方 授業参観 
事前学習 授業参観の下調べをしておく。 

事後学習 参観後の感想、自分にとっての課題を記述する。 

第１２回 
生徒（生活）指導の進め方 事例研究 いじ
め対応 

事前学習 いじめについて調べる。 

事後学習 いじめを出さない学級経営の在り方についてまとめる。 

第１３回 
生徒（生活）指導の進め方 事例研究 不登
校への対応 

事前学習 不登校の発生する原因について調べる。 

事後学習 不登校を出さない学級経営についてまとめる。 

第１４回 保護者会の進め方 
事前学習 保護者会について、教育実習で得た経験を整理しておく。 

事後学習 保護者との真の連携を目指す方法についてまとめる。 



 

 

第１５回 初任者研修への臨み方 
事前学習 初任者研修の概要を調べる。 

事後学習 初任者研修に期待すること、学びたいことをまとめる。 

  



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（小学校） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE4391 

SJTC4576 
２．授業担当教員 坂本 史生 

４．授業形態 講義、演習、実習等を適宜利用する ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教職実践演習（小学校）は、本学の教員養成に必要な「理論と実践」の融合を目指す科目として設定され
ている。これまでの学習を通じて身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に
統合され、形成されたかについて、最終的に確認する科目である。 
この科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応

じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできる
ようになることを期待して実施される科目である。 

８．学習目標 

教員として求められる資質・能力の形成に関して、以下の目標を設定し、達成することができる。  
① 職務遂行に必要な使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項を再確認する。 
② 社会性や対人関係能力に関する事項の発揮に関しての再確認をする。 
③ 実習等で得られた幼児・児童・生徒理解の仕方や学級経営の在り方等に関する事項の再確認をする。 
④ 教科・領域等教育課程の実施に当たっての指導力・実践力に関する事項の再確認をする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「学び続ける教師」として生きていけるように、座学で得た知識・技能、自らの教育実習、ボランティア体
験や社会参加した経験の生かし方を中心に、自分の考えをまとめられるように課題を設定していく。 
① 目指す教師像との関連から理論や経験を整理させる。 

② 教育課題への適切な対応ができるよう考えを広げる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】※特定の教科書は使用しない。 
【参考書】 文部科学省発行『小学校学習指導要領「総則編」』 

文部科学省発行『生徒指導提要』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ３０％ 

レポート課題      ４０％ 

日常の学習状況     ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学で４年間学習を積み多くのことを身に着けたことと考える。毎回のテーマにかかわる知識を基に教育者

としての資質を高めるように努力してほしい。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 目指す教師像について考える。 

事前学習 目指す教師像を考える。 

事後学習 目指す教師像のマインドマップを作り、完成させる。 

第２回 
目指す教師像からみて 教育実習の経験

の課題とその解決方法 

事前学習 マインドマップから自分にとっての課題を抽出しておく。 

事後学習 自らの課題の携行性をまとめる。 

第３回 
学校が見た東京福祉大学の教育実習生の

姿から課題を考える。 

事前学習 教育実習記録で指摘されたことを抽出しておく。 

事後学習 
福祉大学の学生の課題と目標を整理し、自らの課題について解

決策を考え、レポートにまとめる。 

第４回 小学校教員の仕事を振り返る。 

事前学習 実習やボランティアで分かった学校の仕事の実際をメモする。 

事後学習 経験できなかった仕事について、概要をまとめておく。 

第５回 校務分掌と服務の在り方について 

事前学習 
服務の根本基準をはじめ、教育公務員の守るべき法規について

整理する。 

事後学習 事例を通して、問題を整理する。 

第６回 人事考課制度について 

事前学習 教員評価について調べておく。 

事後学習 人事考課の趣旨と目的をしっかりとらえておく。 

第７回 学校における組織マネジメントについて 

事前学習 「もしドラ」を読んでおく。 

事後学習 組織マネジメントと学級経営について関連づけ、まとめる。 



 

 

第８回 学級経営案の書き方について 

事前学習 
目指す教師像から見て、どのような子供を育てるのかを明確に

しておく。 

事後学習 学級経営案を実習校の経験を生かして完成させる。 

第９回 自己申告書の書き方について 

事前学習 自己申告用紙に下書きをする。 

事後学習 指摘事項を生かして、自己申告書を完成させる。 

第１０回 児童理解にたった学習指導について 

事前学習 子供を生かす学習指導の要素を考えておく。 

事後学習 映像の感想をまとめておく。 

第１１回 授業の進め方 授業参観 

事前学習 授業参観の下調べをしておく。 

事後学習 参観後の感想、自分にとっての課題を記述する。 

第１２回 
生徒（生活）指導の進め方 事例研究  

いじめ対応 

事前学習 いじめについて調べる。 

事後学習 いじめを出さない学級経営の在り方についてまとめる。 

第１３回 
生徒（生活）指導の進め方 事例研究  

不登校への対応 

事前学習 不登校の発生する原因について調べる。 

事後学習 不登校を出さない学級経営についてまとめる。 

第１４回 保護者会の進め方 

事前学習 保護者会について、教育実習で得た経験を整理しておく。 

事後学習 保護者との真の連携を目指す方法についてまとめる。 

第１５回 初任者研修への臨み方 

事前学習 初任者研修の概要を調べる。 

事後学習 初任者研修に期待すること、学びたいことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（中・高） （2 単位） 

３．科目番号 EDTS4393 

２．授業担当教員 北林 敬 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、模擬授業など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学でこれまで学んできた理論や学習知と教育実習等で獲得してきた実践知との関連や統合を図る。特に、

教育実習成果・課題を踏まえて、生徒の実態に即した授業設計の在り方、教材の準備など、作業や演習をす

る。具体的には 

①これまでの講義や実習で積み重ねた「教職履修カルテ」と「教育実習日誌」、および資料等を基に、教員

として必要な資質・能力に関する自己課題を明確にする。 

②教育実習の体験を基に、討論、事例検討、ロールプレイ、模擬授業等を行う。 

③教育に対する使命感、責任感、生徒・保護者とのコミュニケーションやよい授業を実施するための様々

な準備について、実践的に学ぶ。 

更に、生徒への指導場面で、生徒理解や個に応じること、生徒の多様性に対応することなど実習で、実感

した現場の実態と教員が配慮していること、身に付けたい能力などについて深める。 

また、学校という職場で組織の一員として働くことと、一人の教員として自己実現を図ることを仕事の仕

方として掘り下げ、学校の教員として働くことの現実性を増し、実践力を高める。 

８．学習目標 

 中学校、高等学校の教員として必要な基礎的資質・能力の形成に関して、以下の４項目をテーマおよび到

達目標とする。 

① 職務に対して使命感や責任感を持ち、生徒に対する愛情が豊かであること。 

② 学校で働く組織人として、社会性や対人関係能力が適切であること。 

③ 生徒理解や学級経営等に関する基礎的な能力が身についていること。 

④ 教科内容等の実践的な指導力が習得されていること。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・ミニレポート・ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

・課題レポート（授業内で課題を提示する。） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】特定の教科書は使用しない。必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】参考文献については、テーマごとに紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・職務に対する使命感や責任感を自覚することができたか。 

・教員として必要な社会性や対人関係能力を身につけることができたか。 

・生徒理解や学級経営等に関する基礎的な知識・能力を身につけることができたか。 

・教科内容等の実践的な指導力を習得したか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・学習指導案等）       30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

１．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

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

３．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

４．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション‐教職実践演習とは何か 

事前学習 
履修カルテや教育実習日誌を見かえし、これまでの学習

の成果について振り返る。 

事後学習 教職実践演習の意義について自分なりに考えをまとめておく。 

第２回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（教員環境） 

事前学習 
中等教育の教員環境の問題についてどのようなものがあ

るか事前に調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第３回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（いじめ） 

事前学習 
子どもどうしのいじめの問題について事前に調べてお

く。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第４回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（いじめへの対処） 

事前学習 
子どものいじめの問題について大人（教員・親）はどの

ように対処すべきか事前に調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 



 

 

第５回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（不登校） 

事前学習 
子どもの不登校についてどのようなものがあるか事前に

調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第６回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（発達障害） 

事前学習 
子どもの発達障害にはどのようなものがあるか事前に調

べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第７回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（問題行動） 

事前学習 
学校における問題行動にはどのようなものがあるか事前

に調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第８回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（危機管理） 

事前学習 
学校における危機管理にはどのようなものがあるか事前

に調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第９回 
履修カルテの振り返り・現代的課題に取り組

む教育について論文作成Ⅰ 

事前学習 

履修カルテを見かえし、これまでどのような学習をして

きたかについてまとめておく。また、第3回から第8回ま

でに取り上げた課題について自ら教師となった際にどう対処

するのかについて考えをまとめておく。 

事後学習 

授業を踏まえて教員になるために今後どのような能力を

伸ばしていけばよいのかについて自分の考えをまとめて

おく。 

第１０回 
教育の現状および諸課題についての検討 

（学級担任） 

事前学習 
学校において学級担任はどのような立場にあるのか事前

に調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第１１回 学級経営①（意義と方法） 

事前学習 学級経営の意義と方法について調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第１２回 学級経営②（２つの R・学級経営案） 

事前学習 
学級経営における 2 つの R（ルールとリレーション）づ

くり及び学級経営案について調べておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第１３回 学校の運営・教職員の近年の動きについて① 

事前学習 
学校運営・教職員の近年の動きについて、教育実習校の

資料を基にまとめておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第１４回 学校の運営・教職員の近年の動きについて② 

事前学習 
学校運営・教職員の近年の動きについて、教育実習校の

資料を基にまとめておく。 

事後学習 
ディスカッションで話し合ったことを踏まえて、自分の

考えをまとめる。 

第１５回 
 履修カルテの返却・教職実践演習を振り返っ

て論文作成Ⅱ 

事前学習 
教職実践演習ワークシートを見返し、これまでどのよう

な学習をしてきたかについてまとめておく。 

事後学習 
履修カルテ及び教職実践演習の授業を踏まえて、どのよ

うな教師をめざすのかについて考えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（養護） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE4395 

２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 養護実習の振り返り、実習日誌を基に自分の課題を明確にし、近年の子ども達の抱える健康課題を自主的

にテーマ設定し、課題発表をする。発表から見える子どもの健康課題から実際の実習中の子どもの捉え方を
検討し、養護教諭としての実践的な関わりについて理解を深める。 
 この学習を通して、社会性や対人関係、コミュニケーション、コーティネートの能力を培い、養護教諭と

しての意識や使命感を高めるとともに、保健教育教材研究において実習中実施した保健指導、保健学習の指
導案について、現場での指導講評を踏まえディスカッションを取り入れ、指導案改定案を作成しプレゼンテ
ーションの力も養い、実践的な指導力や向上につながる課題解決のための能力の伸長をめざす。 

８．学習目標 

養護実習の振り返りを活かし、養護教育に関する自己課題を見出すことができる。 
教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、子どもに対する愛情）を身につけることができる 
養護活動に必要な能力や保健室経営等に関する基礎的な能力を身につけることができる。 

保健室経営におけるコミュニケーション力を高め、自らの目指す養護教諭像を明らかにできる。 
健康教育に必要な指導力の基礎を形成することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業毎に,講義内容についての感想、まとめに関する小レポートを出題する。 

・中間課題レポート：保健室経営案の作成  

・最終課題レポート：「あなたが目指す養護教諭像」について自分の考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

学校保健・安全実務研究会編著『 学校保健実務必携 新訂版 』第一法規。（購入済み） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）養護実習の振り返りを活かし、養護教育に関する自己課題を見出すことができたか。 

２）教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、子どもに対する愛情）を身につけることができたか。 

３）養護活動に必要な能力や保健室経営等に関する基礎的な能力を身につけることができたか。 

４）保健室経営におけるコミュニケーション力を高め、自らの目指す養護教諭像を明らかにできたか。 

５）健康教育に必要な指導力の基礎を形成することができたか。 

○評定の方法 

授業中の発言等の積極的な活動（総合点の 60％）、中間課題レポート（同 20％）、最終課題レポート（同 20％）

の結果から総合的に判断する。また、本学の規定に定められている、１５回中１２回以上の出席が単位修得

の条件であることを加味する。 

12．受講生への 

メッセージ 

  養護実習の振り返りを活かし、お互いがそれぞれの現地実習で学んだことや、気づいたことをディスカッ

ションし、抱えた問題ケースを出し合い、学びの幅を広げていきましょう。より子どもを理解し、より学校

を理解し、より地域を理解してどのように専門性を発揮していくかを一緒に学びより高めていきましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知いたします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

・「教職実践演習」の目的、意義、授業運営の説明 

事前学習 各自の実習後の目的や意義を振り返りまとめておく。 

事後学習 
授業の目的、意義について理解したことを小レポート

にまとめる。 

第２回 

養護実習の振り返りと今後の課題                    

・各自の実習についての振り返り 

・養護実習体験の共有 

事前学習 
各自の実習の振り返りから自分の課題を考えまと

めておく。 

事後学習 
他者の実習経験を聞いて感じたこと、わかったこ

とを小レポートにまとめる。 

第３回 

実習校の児童生徒の健康課題① 

・養護実習中にとらえた児童生徒の健康に関する実

態を振り返る。 

事前学習 
養護実習日誌等に目を通し、実習校の児童生徒の

健康上の特徴が説明できるよう整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して共有した子どもの健康

課題について総括し、小レポートにまとめる。 

第４回 

実習校の児童生徒の健康課題② 

・実習校の学校保健計画、保健室経営計画を 

振り返る 

事前学習 
実習校の学校保健計画と保健室経営計画に目を通

し、その特徴が説明できるよう整理しておく。 

事後学習 

ディスカッションを通して理解した、子どもたち

の健康課題と養護教諭の活動の関連性について総

括し，小レポートにまとめる。 

第５回 

保健室経営計画の検討と作成の実際 

・保健室経営計画作成上の留意事項 

・保健室経営目標と具体策の案出 

事前学習 
実習校の児童生徒に特徴的な健康課題を整理し、

保健室経営上の具体策の例を調べておく。 

事後学習 
第３〜５回までの講義内容を踏まえ、独自の保健

室経営計画を作成する。 

第６回 

健康診断 

・計画立案から実施、事後措置における 

留意点の整理 

事前学習 
実習校での健康診断の実践を振り返り、反省点や

改善点を説明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した健康診断実施

上の留意点について、小レポートにまとめる。 

第７回 
外科的救急処置事例検討① 

・学校における外科的救急処置の留意点の整理 
事前学習 

実習中に経験した外科的救急処置から学んだこと

を説明できるよう、整理しておく。 



 

 

 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した外科的救急処

置の留意点について、小レポートにまとめる。 

第８回 
外科的救急処置事例検討② 

・困難事例等に関するディスカッション 

事前学習 
前時にあげられた救急処置に関する疑問や困難事

例への対応について、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

事例に対する討論を総括し、外科的救急処置にお

ける養護教諭の対応のあり方について、小レポー

トにまとめる。 

第９回 
内科的救急処置事例検討① 

・学校における内科的救急処置の留意点の整理 

事前学習 
実習中に経験した内科的救急処置から学んだこと

を説明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した内科的救急処

置の留意点について、小レポートにまとめる。 

第１０回 
内科的救急処置事例検討② 

・困難事例等に関するディスカッション 

事前学習 
前時にあげられた救急処置に関する疑問や困難事

例への対応について、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

事例に対する討論を総括し、内科的救急処置にお

ける養護教諭の対応のあり方について、小レポー

トにまとめる。 

第１１回 

保健教育 

・保健指導、保健学習実践上の留意点の整理 

・養護実習中に指導を受けた内容の総括 

事前学習 
実習中の保健教育の実践と、指導講評の内容を説

明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した保健教育実施

上の留意点について、小レポートにまとめる。 

第１２回 

学校保健組織活動・特別活動 

・養護実習中に経験した保健行事等について 

・各種行事における養護教諭の役割の整理 

事前学習 
実習中の保健行事の実践と、指導講評の内容を説

明できるよう、整理しておく。 

事後学習 

ディスカッションを通して理解した保健行事等に

おける養護教諭の役割やその留意点について、小

レポートにまとめる。 

第１３回 
健康相談事例検討① 

・学校における健康相談の留意点の整理 

事前学習 
実習中に経験した健康相談の事例から学んだこと

説明できるよう、整理しておく。 

事後学習 
ディスカッションを通して理解した健康相談実践

上の留意点について、小レポートにまとめる。 

第１４回 
健康相談事例検討② 

・困難事例等に関するディスカッション 

事前学習 
前時にあげられた健康相談に関する疑問や困難事

例への対応について、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

事例に対する討論を総括し、健康相談における養

護教諭の対応のあり方について、小レポートにま

とめる。 

第１５回 

これからの時代に求められる養護教諭  

・大学での学びや養護実習を総括し、自らの目指す

養護教諭像を明らかにする。 

・本演習を通して明確化された、今後の研鑽を積む

べき事項について整理する。 

事前学習 
養護実習、本演習を総括し、自ら目指す養護教諭

像をまとめておく。 

事後学習 
本授業から明確化された自分自身の今後の研鑽事

項についてまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（幼稚園） （2 単位） 

３．科目番号 SJTC4575 

２．授業担当教員 太田 節子 

４．授業形態 演習、グル－プ討議、ロ－ルプレイング ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 教員に求められる事項として､中教審答申では次の４つを挙げている。すなわち、①使命感や責任感・教育
的愛情に関する事項、②社会性や対人関係能力に関する事項、③幼児理解や学級経営に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項である。本科目では、これらについて履修カルテを見直すとともに教育実習で

の自分自身の実践を振り返って自己課題を見出し、課題解決の方策を自分たちで検討する学習のプロセスを
経て、実践的指導力を身に付けるようにする。 

８．学習目標 

１．実習を通して、幼児教育に関する自己課題を見出すことができる。 

２．教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情）を理解し、自ら振り返る。 
３．幼児理解や学級経営に関する基礎的な能力を身に付ける。 
４．社会性や対人関係能力を身に付ける。 

５．保育内容や指導力に関する実践力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

レポート課題を課します。 

実習を通して、どのようなことが幼児教育を巡る課題と考えられるか、その他、具体的なテーマを設けて
レポートを作成します。作成を通して自己課題を捉え、自分で考えながら進めていく力を培ってください。 

10．教科書・参考書・

教材 

必要に応じてプリントを配布します。 

参考書は、適宜授業の中で提示します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１ 教員に求められる資質(職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情)を理解し、ふるまえるか。 

２ 幼児理解やクラス経営に関する基礎的な能力を身に付け、説明でき、ふるまえるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度およびレポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の３０％ 

２ 期末レポ－ト          総合点の３０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

幼稚園教育実習での自分自身の実践がどうであったか、振り返りを基に自己課題を見出していきます。 

実習での自分の実践を評価して、実践的指導力を身につけるための自己課題を捉えて、自分でどのような
力をつけようとするかを常に意識しながら授業に臨むようにしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：本演習の目的と
展開方法について 

事前学習 幼児教育の専門性の内容の復習 

事後学習 これまでの実習の反省からの自己課題を整理する。 

第２回 幼児教育における今日的課題 
事前学習 

「幼稚園教育要領」のキーワードから幼児教育が目指すものにつ
いて確認しておく。 

事後学習 保育の理想の実現化における多様な実態について整理する。 

第３回 
教員に求められる資質① 

（使命感・責任感、他） 

事前学習 資質①の意味することについての予習。 

事後学習 自己反省と改善のための方法を文章化する。 

第４回 
教員に求められる資質② 

外部講師によるレクチャー 

事前学習 資質②の意味することについての予習。 

事後学習 自己反省と改善の内容を文章化する。 

第５回 
学級経営① 

（教育力のある学級にするために） 

事前学習 学級経営①の意味することについての予習。 

事後学習 自己反省と改善の内容を文章化する。 

第６回 
学級経営② 

（学級集団育成の具体的な方法） 

事前学習 学級経営②の意味することについての予習。 

事後学習 自己反省と改善の内容を文章化する。 

第７回 保育者間の人間関係、リーダ－の役割 
事前学習 保育において保育者間の協力の必要性について確認する。 

事後学習 実習における職場の人間関係の体験について振り返える。 

第８回 
保護者との望ましい関係① 

（保護者対応の基本） 

事前学習 保護者の抱える問題を調べる。 

事後学習 保護者対応における保育者の基本的役割について整理する。 

第９回 
保護者との望ましい関係② 

（事例に学ぶ保護者支援） 

事前学習 保護者対応の問題事例を調べておく。 

事後学習 保護者対応の改善の仕方について確認する。 

第１０回 
責任実習の反省と実践課題その① 

（保育内容の観点から） 

事前学習 
自分の責任実習におけるねらいと内容の関係を実践結果から整

理しておく。 

事後学習 保育のねらいから内容を選択する過程を整理する。 

第１１回 
責任実習の反省と実践課題その② 

（方法の観点から） 

事前学習 自分の責任実習の展開方法の問題点を整理しておく。 

事後学習 保育展開（一日の流れ、課題活動）のポイントについて確認する。 

第１２回 
責任実習模擬保育（モデル）による 

討論① 

事前学習 模擬保育指導案の問題点について整理しておく。 

事後学習 当日の保育実践の改善法の整理、レポート。 

第１３回 
責任実習模擬保育（モデル）による 

討論② 

事前学習 模擬保育指導案の問題点について整理しておく。 

事後学習 当日の保育実践の改善法の整理、レポート。 

第１４回 
責任実習模擬保育（モデル）による 

討論③ 

事前学習 模擬保育指導案の問題点について整理しておく。 

事後学習 当日の保育実践の改善法の整理、レポート。 

第１５回 
幼稚園教諭としての成長と専門性の
習得 

事前学習 自分の実習カルテから、専門性修得についての自己評価をする。 

事後学習 専門性向上のための方策をまとめ、レポートを作成する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教職実践演習（幼稚園） （2 単位） 

３．科目番号 SJTC4575 

２．授業担当教員 戸次 佳子 

４．授業形態 演習、グル－プ討議、ロ－ルプレイング ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

 教員に求められる事項として､中教審答申では次の４つを挙げている。すなわち、①使命感や責任感・教育

的愛情に関する事項、②社会性や対人関係能力に関する事項、③幼児理解や学級経営に関する事項、④保育
内容等の指導力に関する事項である。本科目では、これらについて履修カルテを見直すとともに教育実習で
の自分自身の実践を振り返って自己課題を見出し、課題解決の方策を自分たちで検討する学習のプロセスを

経て、実践的指導力を身に付けるようにする。 

８．学習目標 

１．実習を通して、幼児教育に関する自己課題を見出すことができる。 
２．教員に求められる資質（職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情）を理解し、自ら振り返る。 

３．幼児理解や学級経営に関する基礎的な能力を身に付ける。 
４．社会性や対人関係能力を身に付ける。 
５．保育内容や指導力に関する実践力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習・事後学習はノートに記録しましょう。また，課題レポートをまとめながら，自分で考える力，表

現する力を身につけていってください。課題については授業内で指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 
必要に応じてプリントを配布する。参考書は，適宜授業の中で指示します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１ 教員に求められる資質(職務への使命感・責任感、幼児に対する愛情)を理解し、ふるまえるか。 

２ 幼児理解やクラス経営に関する基礎的な能力を身に付け、説明でき、ふるまえるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度およびレポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の３０％ 

２ 期末レポ－ト          総合点の３０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

自分の実習を振り返り，関連付けながら事前学習を行ってください。授業でのディスカッションを通して，

自分なりの考えと，さらなる問い（自己課題）をもち，事後学習に臨んでください。 

13．オフィスアワー 別途，通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

（授業の概要と展開について） 

事前学習 自己の実習を振り返り課題点を見つける。 

事後学習 本授業における自己課題を設定する。 

第２回 幼児教育における今日的課題 
事前学習 

新聞記事などから幼児教育における今日的課題

を知る。 

事後学習 幼児教育における今日的課題をまとめる。 

第３回 
教員に求められる資質⑴ 

（職務への使命感・責任感） 

事前学習 教員に求められる資質とは何かを考える。 

事後学習 
職務への使命感と責任感について自分の考えを

まとめる。 

第４回 
教員に求められる資質⑵ 

（幼児理解と保育の専門性） 

事前学習 教員に求められる資質とは何かを考える。 

事後学習 
幼児理解と保育専門性について自分の考えをま

とめる。 

第５回 
教員に求められる資質⑶ 

（社会性や対人関係能力） 

事前学習 教員に求められる資質とは何かを考える。 

事後学習 
社会性や対人関係能力の必要性について自分の

考えをまとめる。 

第６回 
学級経営⑴ 

（クラスの実態を踏まえた指導） 

事前学習 
教育実習を振り返り学級経営の難しさについて

考える。 

事後学習 教育実習を振り返り改善点を考える。 

第７回 
学級経営⑵ 

（子どもの心理的安定の場としての教室環境） 

事前学習 教育実習を振り返り教室環境について考える。 

事後学習 
子どもが安定する教室環境について自分の考え

をまとめる。 

第８回 
学級経営⑶ 

（保育者間の連携） 

事前学習 保育者間の連携の必要性について考える。 

事後学習 
保育者間の連携がなぜ必要か自分の考えをまと

める。 

第９回 
学級経営⑷ 

（保護者との連携） 

事前学習 保護者との連携の必要性について考える。 

事後学習 保護者との連携のために必要なことをまとめる。 

第１０回 
責任実習の振り返り⑴ 

（保育内容の観点から） 

事前学習 自分の責任実習を振り返って反省点を見つける。 

事後学習 
保育内容の観点から責任実習の改善点をまとめ

る。 

第１１回 
責任実習の振り返り⑵ 

（方法の観点から） 

事前学習 自分の責任実習を振り返って反省点を見つける。 

事後学習 方法の観点から責任実習の改善点をまとめる。 



 

 

第１２回 
責任実習の振り返り⑶ 

（自己の学びと課題を見つける） 

事前学習 責任実習で学んだことを見つける。 

事後学習 自己の学びと課題についてまとめる。 

第１３回 
幼稚園経営について⑴ 

（ゲストティーチャーによる講義） 

事前学習 幼稚園経営の難しさを考える。 

事後学習 講義から学んだことをまとめる。 

第１４回 
幼稚園経営について⑵ 

（幼稚園の社会的役割） 

事前学習 幼稚園の社会的役割について考える。 

事後学習 
幼稚園の社会的役割について自分の考えをまと

める。 

第１５回 認定こども園の増加と保幼小連携について 

事前学習 認定こども園について調べる。 

事後学習 
幼稚園における今後の課題について自分の考

えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教師論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE1102 

EDTE1302 
２．授業担当教員 後藤 泰博 

４．授業形態 講義、事例研究（グループワーク）、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日の学校教育が抱える様々な課題を解決する上で、その主たる担い手である教員の役割や責任は極めて大

きい。これからの教員は、教科・科目に関する知識を教授するだけでなく、広い視野に立ち、思いやりのあ
る人間性豊かな子どもたちを育成することが求められている。現代社会における教職の重要性の高まりを背
景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容等について身に付け、教職への意欲を高め、さらに適

性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する。 

８．学習目標 

1. 我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解し、説明が出来るようになる。 

2. 教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解し、態度化できる。 

3. 教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① 宿題として、次回の授業内容に関連する用語調べを求めることもある。 

② 「私の目指す教師像」という内容の課題レポートを求める。成績評価の対象となるため必ず最後の授業ま

でに提出すること。なお次の点に注意すること。 

  ・字数は 1000～1200字とする。一般的な内容ではなく，自分が教師になるという想定で具体的に記述す

ること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

佐藤晴雄著『教職概論-教職を目指す人のために（第５次改訂版）』学陽書房、2018。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

東京福祉大学編『教職科目要説』ミネルヴァ書房。 

【教材】 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

教職の意義や教員の役割・職務内容に関心を持ち、教員に求められる資質・能力、教育を支える法律上の規
定などを理解し、説明ができる。 

○評定の方法 

・学習記録・演習課題６０％、レポート２０％、受講態度２０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

１）授業は、発表や議論など学生が中心となって進めていきます。ぜひ積極的に取り組んでください。 

２）教科書の内容を分担発表するので、教科書は必ず購入してください。 

３）授業中の迷惑行為（私語など）、飲食、携帯電話の使用などは禁止します。 

４）適切な理由のない遅刻や早退のないように努めてください。また、授業中の許可のない教室の出入りは

認めません。 

13．オフィスアワー 初回講義で告知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（シラバスの確認） 
教職を目指した理由や過去に接してきた教員
の人となり、仕事ぶりを通じてもっている教
師像の内容について出し合い、知っている範
囲での教師の仕事についてまとめ、望ましい
教師像を発表するとともに、教職についての
知りたいことを発表する。 

事前学習 
教職を目指したきっかけや理由と過去にお世話になった
教員のイメージと心に残る教員の姿について整理してお
く。 

事後学習 
過去の経験から教員の職務を整理し、自分はどのような
教員になりたいかを話し合いを参考にしてまとめる。 

第２回 

教員に求められる資質･能力 
国や各都道府県が求める教員の資質や能力を
調べ、自分たちが描いていた教師像との違い
や共通性について話し合い、発表を通して教
員の役割について新たな知識を持つ。 

事前学習 
国や各都道府県教育委員会が求める教師像の資料を見
て、教員に求められる資質や能力について読んでおく。 

事後学習 

教員に求められる資質･能力を通して、自分たちがもって
きた教師像の修正を行う。教職に対する知識を整理する。
教員に求められる資質･能力から、大学生活をどのように
送ればよいか考える。 

第３回 

教職の意義 
いつの時代にも教員に求められる資質･能力
は高い要求がされていることを資料の読み取
りを通して確認するとともに、なぜ高い要求
がされているのかグループで考え、発表する。 
また、教員の仕事と他の職業の違いについて
比較し、教員の仕事の特徴を知る。 

事前学習 

教員の職務は各種の法規で規定されていることを理解
し、職務遂行を行うこと、教諭の職務も規定されている
ことを理解し、教諭の役割について自分の意見をまとめ
る。 

事後学習 
教員の仕事は、未来を担う子供たちを育成する教育を担
う重要な仕事であることから、資質能力や資格が定めら
れていることをまとめる。 

第４回 

教師観と理想の教師像 
児童・生徒から見た理想の教師像と保護者や
管理職、行政との視点の違いを理解し、学習
者自らが理想の教師像について資料などを通
して明らかにする。 

事前学習 
教員に求められる資質・能力は、いつの時代においても
変わらず高い要求がされていることを資料に基づき、調
べる。 

事後学習 
授業学んだ内容を振り返り、自分なりの理想の教師像を
持つ。 

第５回 

教師と教員養成の歴史 
その時代時代における教員養成の背景を学ぶ
とともに、教員養成には社会的要求が深くか
かわっていることを学ぶ 

事前学習 教員養成の歴史を事前に調べておく 

事後学習 
教員養成の変化についてその理由について考えた事をま
とめるとともに、その時代ごとにおける教員に求められ
る資質について整理する。 



 

 

第６回 

教員の任用と服務 
各種の資料から教員になる資格要件を調べ、
教職の果たす役割の重要性について話し合
い、考えを発表する。学校の仕事は、教育課
程に示されるとともに、校務分掌にも示され
ていることを調べ、学級担任の仕事のほかに
も様々な職務があることを知る。 

事前学習 
教員の身分がどのようになっているかについて、資料を
調べておく 

事後学習 
教諭は、児童の指導のほかにも，校務を分担してよりよ
い教育の実現を目指していることをまとめる。 

第７回 

教師の役割と仕事 
学級担任の職務には，学習指導や生徒指導な
ど多くの仕事があることを、学級経営案を基
に調べ、どのような姿勢で職務に取り組むこ
とが大切か話し合い、まとめを発表し合う。 

事前学習 
学校の仕事は教育課程の実施に示されていることを、教
育課程の資料から読み取る。児童の教育をつかさどるの
内容について，資料を調べ、概要をとらえておく。 

事後学習 
学級経営案を基に、学級担任の指導の内容の概略をつか
み、まとめる。学級を経営するための教員の姿勢につい
て自分の考えを整理する。 

第８回 

管理職・主任の役割 
学校長の職務権限を調べるとともに、地方公
務員法や教育公務員特例法などをしらべ、教
員には服務上･身分上の義務があることを理
解し、教員としての自覚を持つ努力をどのよ
うに進めるか話し合う。 

事前学習 
教員には，職務遂行に当たって，服務上・身分上の義 
務があること等があることを調べ、その概要を理解して
おく。 

事後学習 
校長は、教員の服務上・身分上の監督があることや法規
によって教員の服務上・身分上の義務が決められている
ことをまとめ、自覚を高めるための方策を考える。 

第９回 

教師の職場環境 
学校でも働き方改革が叫ばれている今日、学
校が教育成果を創出するためには，組織の一
員として教育課題に取り組みが求められてい
ることについて調べ、教員としてどのような
態度形成が望まれるかについて話し合い、考
えを発表する。 

事前学習 教師の職場環境について調べておく。 

事後学習 
学校における働き方改革の行政の工夫や、学校現場での
努力を理解し、教職への意欲を高める 

第１０回 

学級経営と生徒指導 
児童が楽しく生き生きと学校生活できるため
には、支持的風土作りが重要である事を調べ、
担任として学習指導と生徒指導に対してどの
ように取り組むことが望ましいのか話し合
い、発表し合う。 

事前学習 
学級経営と生徒指導の関係について調べ、豊かな学校生
活にとって支持的風土を作る教師の働きの重要性につい
て知識を持っておく。 

事後学習 
児童に意欲を持たせたり達成感をもたせたりし、自信を
持って生活できるよう個に応じた指導や集団の指導の大
切さについてまとめる。 

第１１回 

教師の資質向上と研修 
教員が学び続けることができるための研修の
権利と義務が与えられていることを調べ、そ
の制度を有効に使って自らの資質･能力の向
上を目指す努力をどのように進めるかについ
て話し合い、発表し合う。 

事前学習 
教員の資質の向上に向けて、教員を育成する仕組みがあ
ることについて資料を基に、調べておく。 

事後学習 
教員研修について調べたこと、資質向上の機会があり有
効に活用するための方策について、話し合いを基にまと
める。 

第１２回 

学校生活の実際 
学校は，児童の健全な育成のために，家庭・
地域･関係諸機関とどのように連携していけ
ばよいのかについて，調べ、まとめる。 

事前学習 
開かれた教育課程について調べ、学校はどのような姿勢
で取り組めばよいのかについて考えておく。 

事後学習 
コミュニティスクール等が実施されている実際の状況と
学校と家庭・地域・関係諸機関との連携の重要性につい
てまとめる。 

第１３回 

教師と生徒指導（教育実習の意義と心得） 
豊かな心を育むための教師の役割をしらべ、
豊かな心を育むために教員はどのような努力
をする必要があるのか考え、発表し合う。 

事前学習 
現代の学校が置かれている立場や学校教育の課題に対し
て、学校組織の一員として、どのような働きが期待され
ているか、中教審答申を読んでおく。 

事後学習 チーム学校の考え方について要点をまとめ、考えをもつ。 

第１４回 

教師と学習指導要領 
学習指導を進めるに当たっては、学校の教育
目標を実現することや学習指導要領に基づい
て職務遂行することを調べ、生きる力を育て
る学習指導をどのように進めたらよいか話し
合い、考えを発表し合う。 

事前学習 
学習指導の進め方について、学習指導要領の総則を事前
に読んでおく。 

事後学習 

指導に当たっては、基礎的・基本的な知識技能の習得を
始め思考力･判断力・表現力の育成、学びに向かう力の育
成など、生きる力の育成を目指すことについて考えをま
とめる。 

第１５回 

教員への進路選択 
これまでの学習を振り返りまとめ、今後の進
路選択に当たり、大学生活をどのように送っ
ていくのかについて話し合い、発表する。 

事前学習 
教員免許法や教育学部のカリキュラム、都道府県の教員
採用選考の資料に目を通して、自分の進路を考えておく。 

事後学習 
授業全体をふり返り、教育者にふさわしい資質能力を高
めるために自分に必要なことが何かを考え、レポートを
まとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教師論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1320 

SCMP1320 

SBMP1320 

SPMP1320 

EDTS1102 

２．授業担当教員 北林 敬 

４．授業形態 講義・グループ討議・ワークシート・レポート・試験  ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

国際化・情報化・科学技術の発展・環境問題など変化の激しい今日の社会において、学校教育の場において
も様々な課題が生じている。この課題を解決するためには、学校教育の主たる担い手である教員の役割や責
任が今まで以上に大きくなっている。これからの教員は、教科に関する知識を単に教授するだけでなく、広

い視野に立ち、思いやりのある人間性豊かな子どもを育成することが求められている。本科目では、教職と
は何か、これからの教員に求められる資質・能力とは何か、教員の仕事と役割とはどのようなものか、教員
の権利や義務（服務・研修・身分保障などを含む。）は、法律上、どのように規定されているのかなど教職を

志す学生があらかじめ教職について知っておく必要がある事項を考察する。 

８．学習目標 

1. 教職観の変遷について理解するとともに、教師に求められる資質・能力について考察することができる

ようになる。 

2. 教員養成の歴史的変遷について理解するとともに、現在の教員養成の現状について考察することができ

るようになる。 

3. 教員の役割と仕事について理解するとともに、現在、教員に期待されている役割について考察すること

ができるようになる。 

4 .教員の養成・採用・研修について理解し、教師のライフコースについて考察することができるようにな

る。 

5. 自分の適性を理解し、なりたい教師像について考察することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に問題

解決力を培うように努めること。 

1．ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

2．課題レポート「教師論を学ぶ意義について述べよ。」(1000字) 

3．期末レポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】佐藤晴雄『教職概論 第５次改訂版』学陽書房、2018。 

【参考書】必要に応じてプリント資料を配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教職観の変遷について理解するとともに教師に求められる資質・能力について考察することができたか。 

2. 教員養成の歴史的変遷について理解するとともに教員養成の現状について考察することができたか。 

3. 教員の役割と仕事について理解し、教員に期待されている役割について考察することができたか。 

4. 教員の養成・採用・研修について理解し、教師のライフコースについて考察することができたか。 

5.  自分の適性を理解し、なりたい教師像について考察することができたか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題ワークシート、課題レポート、期末試験、期末レポート等

を総合して評価する。］ 

1. 授業への積極的参加       総合点の４０％ 

2. 課題ワークシート・課題レポート 総合点の３０％ 

3. 期末試験または期末レポート   総合点の３０％ 

また、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が成績付与の条件となることとした。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業中は私語を慎み、携帯電話の電源を切って参加すること。 

2．グループワークやグループ討議には積極的に参加すること。 

3．授業中に分からなかったことや疑問点は後に残さずに授業後に質問すること。 

4．レポートや課題（ワークシート等）の提出期限を守ること。 

5．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション‐教師とは何か‐ 

事前学習 教科書「序章」（pp.13～18）を読んでおく。 

事後学習 
教師論を学ぶ意義について自分なりに考えをまとめ

ておく。 

第２回 教職の意義（第１章） 

事前学習 
教科書「第１章」（pp.19～32）を読み、分からない

部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第３回 教職観と理想の教師像（第２章） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.33～55）を読み、分からない

部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 



 

 

第４回 教師と教員養成の歴史（第３章） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.56～73）を読み、分からない

部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第５回 教員の任用と服務（第４章） 

事前学習 
教科書「第４章」（pp.74～91）を読み、分からない

部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第６回 
教師の役割と仕事（第５章前半―法的役割や仕
事の特質―） 

事前学習 
教科書「第５章」１・２（pp.92～107）を読み、分

からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第７回 
教師の役割と仕事（第５章後半―仕事の実際や
生涯学習社会における教師への期待＿） 

事前学習 
教科書「第５章」３・４（pp.107～115）を読み、分

からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第８回 管理職・主任の役割（第６章） 

事前学習 
教科書「第６章」（pp.116～132）を読み、分からな

い部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第９回 学校組織マネジメント（プリント） 

事前学習 
配布プリント「学校組織マネジメント」を読み、分

からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１０回 教師の職場環境（第７章） 

事前学習 
教科書「第７章」（pp.133～154）を読み、分からな

い部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１１回 教師の資質向上と研修（第８章） 

事前学習 
教科書「第８章」（pp.155～174）を読み、分からな

い部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１２回 教育実習の意義と心得(第９章) 

事前学習 
教科書「第９章」（pp.175～194）を読み、分からな

い部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１３回 教職への進路選択と教員採用選考（第１０章） 

事前学習 
教科書「第１０章」（pp.195～220）を読み、分から

ない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１４回 面接模擬授業にどう臨むか（第１１章） 

事前学習 
教科書「第１１章」（pp.221～233）を読み、分から

ない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったことをワーク

シートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１５回 
どのような教師を目指すのか 
（教師の資質能力・学び続ける教師） 

事前学習 どのような教師をめざすのか考えをまとめておく。 

事後学習 
全 15 回の授業内容について整理し、筆記試験の準備を

おこなう。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅡB (2 単位)  

３．科目番号 

GECD1205 

GECD1215 

GECD2205 ２．授業担当教員 

青木 優子・石川 英伸・岩井 智重・ヴェステリ テチ

アナ・大上 忠幸・庄司 養昌 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的とし、そこからビ

ジネス場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日常的な言語活動を文レベル

での発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、パターンから外れた場面

での複雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面における複雑なコミュニケー

ションが行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4技能を総合的に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 

３）議論を進めるために適切な質問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 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテ

ーマを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』ココ出版（税

抜 1,800円） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

2. 日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

5. 自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業が出来るようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を

通じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等

して、タスク活動などの調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本での暮らしの悩み

について話し合い発表する 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通してこの授業

の全体像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 01 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 01 上下関係 

事前学習 
教科書のケース 01 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 02 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 02 どうして掃除してくれないの? 

事前学習 
教科書のケース 02 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 03 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 03 アパートの大家さんとのトラブル 

事前学習 
教科書のケース 03 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 04 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第５回 ケース 04 期待はずれのホームステイ 事前学習 
教科書のケース 04 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 



 

 

事後学習 
教科書のケース 05 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第６回 ケース 05 おせっかいな伯母さん 

事前学習 
教科書のケース 05 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 06 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第７回 ケース 06 引っ越したいけれど 

事前学習 
教科書のケース 06 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 07 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 07 バーベキューはダメ? 

事前学習 
教科書のケース 07 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 08 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 08 とりあえず謝る? 

事前学習 
教科書のケース 08 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 09 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 09 親友がほしい 

事前学習 
教科書のケース 09 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 10 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 10 私っておとなしいの? 

事前学習 
教科書のケース 10 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 11 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 11 同国人との付き合い 

事前学習 
教科書のケース 11 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 12 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１３回 ケース 12 愚痴ばかり言う友だち 

事前学習 
教科書のケース 12 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 1～12 を振り返り、興

味のあるテーマでレポートを作成する 

第１４回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース1～12から興味のある

テーマでレポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する 

第１５回 振り返りおよび日本語到達度チェック 
事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての授業で行った内容を復習する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 金融論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2135 

２．授業担当教員 岡田 高明 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
暮らしと経済や経済学を受講してあるとより望ましい。会計学を併せて受講することをお勧めする。 

７．講義概要 

金融論の場合は、入門であっても、講師によって扱う内容が様々に異なっている。それだけ金融という

現象が幅広い経済分野にまたがっているからである。本講義は、金融論の基礎について体系的・包括的に

全体像を学ぶだけでなく、そうした知識・理論を用いて、基礎的な個人の金融行動選択の方法を学ぶこと

に特徴がある。予備知識が少ない学生でも理解できるようになるべく平易に解説する。 

前半では、金融論の基礎知識・理論として、金融の役割、金融の方法、金融取引を行う場である金融市

場、貨幣、金融機関、金融政策を解説する。後半は、個々の経済主体の意思決定に必要な基礎知識として、

お金を融通することの対価である利子率、家計や企業等の金融行動に関する基本的な理論や方法を解説す

る。 

講義の進行方法については、受講者の理解を深めるため項目ごとに問題演習を行う。また課題として提

出するレポートをもとに、グループディスカッションを行い、理解を深める。 

８．学習目標 

1. 日本の金融経済の現状を把握し、説明できるようになる。 

2. 金融の基礎理論を理解し、説明できるようになる。 

3. 預金や株式、社債などの金融商品の取引や、その結果である利益と損失の発生を理解し、説明できるよ

うになる。 

4. 家計や個人の金融行動の選択に関する考え方と方法を習得し、日常生活で実践できるようになる。 

5. 金融の理論や方法を企業や社会福祉関連施設等の運営・管理において応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントは特に課さないが、前半部分で議論したことが後半部分でわかっていることを前提とし

て授業が進んでいきますので、必ず事後学習を行い、知識を定着させておくこと。 

 また、年末年始休暇に向けてレポート課題を課します。その詳細は講義中に追って指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

家森信善『金融論ベーシックプラス』中央経済社、2019年。 

【参考書】 

代田純『誰でもわかる金融論』学文社、2016年。 

森澤龍也『レクチャー＆エクササイズ金融論』新世社、2015年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、金融論の基礎知識が理解できているか。  

２．（中間）レポート課題に対して的確に検討し、説明できるようになっているか。 

３．期末試験（又はレポート）を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．（中間）レポート          総合点の３０％ 

３．期末試験（又はレポート）     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

金融は経済の血液と呼ばれています。お金が回らないビジネスは死んでしまうからであり、これは営利

を目的としない福祉事業等も同様です。日本では、お金に関して学ぶことは「金儲け」を学ぶことである

との誤解が広がっていますが、お金に関する正しい知識を学ぶことは、お金の使い方を学ぶことになるの

です。 

この講義は、このお金、つまり金融について、経済学的思考法により、その役割や機能を学びます。そ

のため、若干数学的な議論も出てきますので、事後学習による知識の定着を図り、自己の意思決定を合理

的に行えるようになるよう、頑張ってついてきてください。 

また、課題レポートを踏まえてのグループディスカッションでは、テキストでは取り上げていない銀行実

務を想定した演習を行う予定ですので、将来、自ら事業運営にかかわることになった場合に関わってくる

融資の申し込みに当たって注意すべき点を理解してもらいたいと考えています。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明等） 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認してお

く。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第２回 第 1 章 金融論で何を学ぶか 
事前学習 テキスト pp.13～28 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第３回 第 2 章 貨幣 
事前学習 テキスト pp.29～44 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第４回 第 3 章 金利 
事前学習 テキスト pp.45～62 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第５回 第 4 章 金融政策のためのマクロ経済学 
事前学習 テキスト pp.63～75 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第６回 
第 5 章 金融政策の課題と日本銀行 

年末年始休暇中の課題レポートのテーマの発表 

事前学習 テキスト pp.77～92 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 



 

 

第７回 第 6 章 金融政策の基本手段と新しい展開 
事前学習 テキスト pp.93～110 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第８回 第 7 章 金融システムと金融仲介機関の役割 
事前学習 テキスト pp.111～127 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第９回 第 8 章 銀行以外の金融機関 
事前学習 テキスト pp.129～144 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１０回 第 9 章 金融システムの安定化のための政策 
事前学習 テキスト pp.145～160 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１１回 第 10 章 金融機関の破綻への対応策 
事前学習 テキスト pp.161～173 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１２回 第 11 章 金融市場に関する規制 
事前学習 テキスト pp.175～192 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１３回 第 12 章 間接金融型の金融商品 
事前学習 テキスト pp.193～208 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１４回 第 13章 直接金融型の金融商品 
事前学習 テキスト pp.209～225 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる 

第１５回 第 14 章 ファイナンスの基礎理論 
事前学習 テキスト pp.227～242 を読んでくること 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 金融論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2135 

２．授業担当教員 相馬 一天 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「暮らしと経済」、「経済学」の履修後の受講が望ましい。 

７．講義概要 

金融論の場合は、入門であっても、講師によって扱う内容が様々に異なっている。それだけ金融という現

象が幅広い経済分野にまたがっているからである。本講義は、金融論の基礎について体系的・包括的に全体

像を学ぶだけでなく、そうした知識・理論を用いて、基礎的な個人の金融行動選択の方法を学ぶことに特徴

がある。予備知識が少ない学生でも理解できるようになるべく平易に解説する。 

前半では、金融論の基礎知識・理論として、金融の役割、金融の方法、金融取引を行う場である金融市場、

貨幣、金融機関、金融政策を解説する。後半は、個々の経済主体の意思決定に必要な基礎知識として、お金

を融通することの対価である利子率、家計や企業等の金融行動に関する基本的な理論や方法を解説する。 

講義の進行方法については、受講者の理解を深めるため項目ごとに問題演習を行う。また課題として提

出するレポートをもとに、グループディスカッションを行い、理解を深める。 

８．学習目標 

1. 日本の金融経済の現状を把握し、説明できるようになる。 

2. 金融の基礎理論を理解し、説明できるようになる。 

3. 預金や株式、社債などの金融商品の取引や、その結果である利益と損失の発生を理解し、説明できるよ

うになる。 

4. 家計や個人の金融行動の選択に関する考え方と方法を習得し、日常生活で実践できるようになる。 

5. 金融の理論や方法を企業や社会福祉関連施設等の運営・管理において応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

必ず事後学習を行い、知識を定着させておくこと。 

レポート課題の詳細は講義中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

吉田真理子、大野早苗『はじめての金融理論』中央経済社。 

【2017年 5月よりも古いものは内容に間違いがあるので注意】 

【参考書】 

家森伸善著『はじめて学ぶ金融のしくみ〔第 4版〕』中央経済社など 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、金融論の基礎知識が理解できているか。  

２．（中間）レポート課題に対して的確に検討し、説明できるようになっているか。 

３．期末試験（又はレポート）を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．（中間）レポート          総合点の３０％ 

３．期末試験（又はレポート）     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

モノの価値と貨幣の価値は相反する特性があり、金融政策はこの特性を利用して物価の安定を図ってい

ます。金融は経済活動の統制だけでなく、社会における投資活動でも重要な役割を担っています。株式会社

においても投資家の投資判断には金融理論が利用されています。この講義は、金融について、経済学的思考

法により、その役割や機能を学びます。若干数学的な議論も出てきますので、事後学習により知識の定着を

図ってください。 

13．オフィスアワー 第 1回講義において通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

金融とは何か 

事前学習 
金融とは何かインターネットで調べてくる

こと。 

事後学習 授業で学んだことをまとめておく。 

第２回 金融の役割：貸借取引 
事前学習 テキスト pp.2～3 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第３回 金融の特徴：情報の非対称性、逆選択、モラルハザード 
事前学習 テキスト pp.4～8 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第４回 金融取引：株式、債券 
事前学習 テキスト pp.9～11 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第５回 日本の金融取引 
事前学習 テキスト pp.12～17 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第６回 貨幣 
事前学習 テキスト pp.18～24 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第７回 日本銀行と物価の安定 
事前学習 テキスト pp.25～30 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第８回 日本の金融機関 
事前学習 テキスト pp.34～41 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第９回 信用創造 
事前学習 テキスト pp.42～48 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 



 

 

第１０回 信用乗数 
事前学習 テキスト pp.49～56 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１１回 現在価値、将来価値 
事前学習 テキスト pp.57～65 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１２回 債券の投資収益率 
事前学習 テキスト pp.66～72 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１３回 株式の投資収益率 
事前学習 テキスト pp.73～77 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１４回 家計と企業の金融行動 
事前学習 テキスト pp.782～93 を読んでくること。 

事後学習 テキストの確認問題を解く。 

第１５回 為替とまとめ 
事前学習 テキスト pp.94～99 を読んでくること。 

事後学習 授業内容を振り返り、知識を定着させる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 金融論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2135 

２．授業担当教員 長谷川 記央 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
受講前後において、「会計学入門」あるいは「会計学」を受講することを推奨する。 

７．講義概要 

金融論の場合は、入門であっても、講師によって扱う内容が様々に異なっている。それだけ金融という現

象が幅広い経済分野にまたがっているからである。本講義は、金融論の基礎について体系的・包括的に全体

像を学ぶだけでなく、そうした知識・理論を用いて、基礎的な個人の金融行動選択の方法を学ぶことに特徴

がある。予備知識が少ない学生でも理解できるようになるべく平易に解説する。 

前半では、金融論の基礎知識・理論として、金融の役割、金融の方法、金融取引を行う場である金融市場、

貨幣、金融機関、金融政策を解説する。後半は、個々の経済主体の意思決定に必要な基礎知識として、お金

を融通することの対価である利子率、家計や企業等の金融行動に関する基本的な理論や方法を解説する。 

講義の進行方法については、受講者の理解を深めるため項目ごとに問題演習を行う。また課題として提出

するレポートをもとに、グループディスカッションを行い、理解を深める。 

８．学習目標 

1. 日本の金融経済の現状を把握し、説明できるようになる。 

2. 金融の基礎理論を理解し、説明できるようになる。 

3. 預金や株式、社債などの金融商品の取引や、その結果である利益と損失の発生を理解し、説明できるよう

になる。 

4. 家計や個人の金融行動の選択に関する考え方と方法を習得し、日常生活で実践できるようになる。 

5. 金融の理論や方法を企業や社会福祉関連施設等の運営・管理において応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは特に課さないが、前半部分で議論したことが後半部分でわかっていることを前提として

授業が進んでいきますので、必ず事後学習を行い、知識を定着させておくこと。 

 また、年末年始休暇に向けてレポート課題を課します。その詳細は講義中に追って指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

中島真志著『入門 企業金融論』東洋経済新報社、2015。 

【参考書】 

講義内で適宜に指導する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、金融論の基礎知識が理解できているか。  

２．（中間）レポート課題に対して的確に検討し、説明できるようになっているか。 

３．期末試験（又はレポート）を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．（中間）レポート          総合点の３０％ 

３．期末試験（又はレポート）     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

会計学入門、会計学あるいは簿記などで利用する金融用語を整理することができる授業である。このため、

会計学入門、会計学あるいは簿記の授業を、履修前後で受講することが望ましいといえる。 

グループディスカッションについては、適宜に実施し、受講生の知識の定着度を確認しながら、講義を進

めていく。 

中間レポートについては，「メインバンクの役割について」調査し、まとめることとする。 

期末試験については実施をし、受講生に覚えて欲しい用語等を指導するので、それらを身に着けることで

単位取得が可能であると考える。 

13．オフィスアワー 追って指示する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 
事前学習 教科書を用意すること。 

事後学習 教科書の序章を読むこと。 

第２回 企業の資金需要 

事前学習 教科書の序章を読み直すこと。 

事後学習 
企業の資金需要とは、どのようなものがあるのか、

まとめておくこと。 

第３回 資金調達の形態 
事前学習 

企業はどのような資金調達の方法があるのか、調べ

ること。 

事後学習 資金調達の方法について、まとめること。 

第４回 財務諸表の見方 
事前学習 会計用語などを復習すること。 

事後学習 貸借対照表・損益計算書の役割などを理解すること。 

第５回 キャッシュフロー 
事前学習 キャッシュフロー計算書の雛形を確認すること。 

事後学習 キャッシュフローに関する用語を整理すること。 

第６回 借入金 種類と返済方法 
事前学習 

金融機関等からの借り入れ方法について、どのよう

なものがあるか、検討すること。 

事後学習 種類と返済方法についてまとめること。 

第７回 借入金 借入金利とメインバンク制 

事前学習 メインバンク制について、まとめること。 

事後学習 
メインバンクの役割について、興味がある事項を探

求すること。 



 

 

第８回 借入金 担保 
事前学習 どのような担保があるのか、調べること。 

事後学習 担保について、まとめること。 

第９回 

借入金 保証 

中間レポートの提出 

（メインバンクの役割について） 

事前学習 保証とは何か、調べること。 

事後学習 保証の種類について、まとめること。 

第１０回 社債 社債の種類 
事前学習 社債とは何か、調べること。 

事後学習 社債の種類について、まとめること。 

第１１回 社債 応募債と私募債 
事前学習 応募債と私募債について、調べること。 

事後学習 社債について、まとめること。 

第１２回 
株式 株式による資金調達 

   企業の合併・買収 

事前学習 株式による資金調達について調べること。 

事後学習 株式についてまとめること。 

第１３回 アセット・ファイナンス 
事前学習 

アセット・ファイナンスについて、言葉の意味を調

べること。 

事後学習 本書のまとめの問題を解くこと。 

第１４回 ベンチャー・ファイナンス 
事前学習 

ベンチャー・ファイナンスについて、言葉の意味を

まとめること。 

事後学習 本書のまとめの問題を解くこと。 

第１５回 総括 
事前学習 教科書の総復習を行うこと。 

事後学習 期末試験の準備を行うこと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 暮らしと経済 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1118 

２．授業担当教員 岡田 高明 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッ

ション（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）

を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学入門を履修しておくと理解が深まる。 

７．講義概要 

日常、テレビや新聞で見聞きする、我々の身近な生活を取り巻く経済問題を、経済学的な観点から考察す

る。またそれらの経済問題を題材にして、経済学的なものの考え方を身につける。経済問題や経済学とい

うと何かとっつきにくく、縁遠い感覚を覚えるかもしれないが、実際には、意外とシンプルで、いったん

身につけてしまうと、今後の社会生活を営んで行く中でも非常に便利なツールとなることがわかる。この

講義を通じて、その生きていく上で有効なツールとしての経済学的な考え方が自然と身につくことを目指

す。また、これまでなんとなく気になっていたにも関わらず未理解だった経済問題に整理をつけていくこ

とを目指す。今回は日本経済を中心に学習する。 

８．学習目標 

１．現在、日本経済でどのようなことが起こり、問題になっているかを認識する。 

２．現在の日本を取り巻く経済問題を経済学の枠組みでとらえ直す。 

３．経済学（ミクロ経済学、マクロ経済学）の基本的な考え方を身につける。 

４．数式やグラフを通じて物事を整理するという習慣を身につける。 

５．今後、日本や世界で展開する経済問題に関心がもてるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサイメントは課さない。授業内で長期休暇中の課題レポートを提示する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】丹羽由一『もう一度学びたい世界経済』枻（えい）出版社 

塩路悦朗『やさしいマクロ経済学』日経文庫，2019年 2月 

【参考書】藤井彰夫『日本経済入門』日経文庫，2018年 

          鶴光太郎・前田佐恵子・村田啓子『日本経済のマクロ分析』日本経済新聞出版社、2019年 

          水野勝之『マクロ経済学＆日本経済』創成社、2005年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本講座は、私たちが社会生活を営む上で、知っていると便利な経済知識を学習するためのものです。特に、

GDPや景気判断、金利動向などの概念を学習することによって、新聞や雑誌の経済記事を正しく理解でき、

新聞や雑誌がより一層おもしろく、興味を持って読めるようになります。さらに、将来、福祉事業を展開

しようとする受講生にとっても、事業判断を行う上で、正確な経済動向の認識が不可欠です。このように

受講生の将来の生活を充実させるための経済学の知識修得を目指します。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス，この科目で何を学ぶか，成績評価など 
事前学習 経済に関する新聞，雑誌を読んでくる。 

事後学習 授業に振り返りをする。 

第２回 「景気がいい」とか、「悪い」とか、どういうことか？ 
事前学習 

教科書（「もう一度学びたい世界経済」のこ

と。以下同じ。）の pp010〜017 を読んでく

る。 

事後学習 授業での講義や議論を整理しておく。 

第３回 国内総生産（GDP）とは、一体、何のことか？ 
事前学習 

教科書の pp018〜025 及び pp046〜050 を読

んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第４回 景気と金利、物価、そして、円相場 
事前学習 教科書の pp026〜041 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第５回 景気と財政・金融政策 
事前学習 

教科書の pp042〜045 及び pp052〜059 を読

んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第６回 中央銀行としての日銀の役割 
事前学習 教科書の pp60〜084 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第７回 財政について考える 
事前学習 教科書の pp086〜089 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第８回 国債について 
事前学習 教科書の pp090〜113 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第９回 景気変動と証券市場（株式・債券市場）の関係 事前学習 証券市場とは、どのようなところか調べてお



 

 

く。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１０回 企業活動と株価、そして、株価指数と景気について 
事前学習 企業の活動や株価とは、何かを考えておく。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１１回 外国為替について 
事前学習 教科書の pp116〜139 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１２回 投機と投資の経済学 
事前学習 教科書の pp128〜131 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１３回 私たちの暮らしと世界経済① 
事前学習 教科書の pp142〜149 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１４回 私たちの暮らしと世界経済② 
事前学習 教科書の pp150〜173 を読んでくる。 

事後学習 授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

第１５回 まとめ 総括 

事前学習 教科書の pp150〜173 を読んでくる。 

事後学習 
私たちの暮らしと経済の関係について総合

的に考える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 暮らしと経済 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1118 

２．授業担当教員 松尾 仁 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッ

ション（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）

を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学関連科目を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

日常、テレビや新聞で見聞きする、我々の身近な生活を取り巻く経済問題を、経済学的な観点から考察す

る。またそれらの経済問題を題材にして、経済学的なものの考え方を身につける。経済問題や経済学とい

うと何かとっつきにくく、縁遠い感覚を覚えるかもしれないが、実際には、意外とシンプルで、いったん

身につけてしまうと、今後の社会生活を営んで行く中でも非常に便利なツールとなることがわかる。この

講義を通じて、その生きていく上で有効なツールとしての経済学的な考え方が自然と身につくことを目指

す。また、これまでなんとなく気になっていたにも関わらず未理解だった経済問題に整理をつけていくこ

とを目指す。今回は日本経済を中心に学習する。 

８．学習目標 

１．現在、日本経済でどのようなことが起こり、問題になっているかを認識する。 

２．現在の日本を取り巻く経済問題を経済学の枠組みでとらえ直す。 

３．経済学（ミクロ経済学、マクロ経済学）の基本的な考え方を身につける。 

４．数式やグラフを通じて物事を整理するという習慣を身につける。 

５．今後、日本や世界で展開する経済問題に関心がもてるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業内容と関連したレポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小峰隆夫・村田啓子『最新 日本経済入門〔第 6版〕』日本評論社、2020年。 

【参考書】 

藤井彰夫『日本経済入門』日経文庫、2018年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

主体的に授業に参加し、経済の基礎的な理論と現状を学び、われわれの生活と経済のさまざまな問題につ

いて漠然とではなく論理的に考える力を身につけるよう心掛けていただきたい。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス/われわれの生活と経済 
事前学習 教科書を準備し、経済について考えてくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第２回 日本経済の全体像 
事前学習 教科書の第 1 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第３回 日本の経済成長 
事前学習 教科書の第 2 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第４回 景気循環 
事前学習 教科書の第 3 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第５回 日本型雇用慣行 
事前学習 教科書の第 4 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第６回 産業構造の変化 
事前学習 教科書の第 5 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第７回 物価の変動 
事前学習 教科書の第 6 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第８回 貿易と国際収支 
事前学習 教科書の第 7 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第９回 為替レート 
事前学習 教科書の第 8 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１０回 グローバル化と日本経済 
事前学習 教科書の第 9 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１１回 日本の財政 
事前学習 教科書の第 10 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１２回 経済と金融 
事前学習 教科書の第 11 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

  



 

 

第１３回 格差問題 
事前学習 教科書の第 12 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１４回 社会保障 
事前学習 教科書の第 13 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１５回 地域振興 
事前学習 教科書の第 15 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ケアマネジメント演習 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3325 

SCMP3325 

SBMP3325 

SPMP3325 
２．授業担当教員 櫻井 恵美 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ケアマネジメント論を併せて履修することが望ましい。 

７．講義概要 

ケアマネジメントは社会福祉援助技術の 1 手法として、わが国の社会福祉の現場で幅広く活用されてお

り、特に、介護保険制度や自立支援法の中で位置づけられている。本講義では、ケアマネジメント論で学ん

だ知識を活かしながら、実際にケアマネジメントの事例を通じ展開し、ケアマネジメントを理解していく。 

８．学習目標 

１）ケアマネジメントの実際を理解し、説明できる。 

２）ケアマネジメントの過程を実践し、実践現場で行えるようにする。 

３）事例検討・ロールプレイ等を通じて、様々な分野におけるケアマネジメントについて理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

事例演習シートおよび事例演習の感想等をまとめ提出する。（第3～14回） 

10．教科書・参考書・

教材 

＊ケアマネジメント論と同じ。 

【教科書】 

太田貞司、國光登志子『対人援助職を目指す人のケアマネジメント Learning10』(株)みらい、2007。 

その他、授業中にプリントを配布する。 

【参考書】 

・一般社団法人日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャーの会編集『ケアマネジメントのエッセンス 

～利用者の思いが輝く援助技術～』中央法規、2017。 

・東美奈子・大久保薫・島村聡著『障がい者ケアマネジメントの基本』中央法規出版、2015。 

【教材】事例演習時に DVDまたはビデオを用いる。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・事例を用いてアセスメントを行い、ケアプランの作成ができたか。 

・カンファレンスを実施し、ケアプランの検討が行えたか。 

・各事例検討における話し合いが適切にできたか。 

・ケアプランの実際についてレポートにまとめることができたか。 

○評定の方法 

授業への積極性・発表 50％ 

レポート提出 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・ケアマネジメント論の授業内容の事前確認と、授業後の振り返りをすること。 

・やむを得ず遅刻・早退・欠席をする際は、必ずその理由を申し出ること。また、プリントや授業内容につ 

いて確認しておくこと。 

・演習シートやレポート等の提出物は、決められた期限内に必ず提出すること。 

・携帯電話など授業中に必要のないものを机上等に置かないこと。他者の学習の迷惑となる行為は慎むこ

と。 

・演習は、積極的に参加し、他者の意見をよく聴き、自分の考えをしっかり述べること。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業で説明します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・授業ガイダンス 

・ケアマネジメントの実際の理解 

事前学習 
シラバスを読んでおく。ケアマネジメントの展開

過程を確認しておく。 

事後学習 
ケアマネジメントを実践するうえで必要な方法、

知識について整理する。 

第２回 ケアマネジメントの展開過程 

事前学習 
テキストを読み、ケアマネジメントの展開過程を

確認しておく。 

事後学習 
ケアマネジメントの各過程における展開の視点を

整理する。 

第３回 ケアマネジメントに必要な知識 

事前学習 
ケアマネジメントに必要な知識について、既に学

習した内容（科目）から確認する。 

事後学習 
ケアマネジメントに必要な科目のテキスト・ノー

ト等を整理し、準備する。 

第４回 ケアマネジメントの技法 観察、コミュニケーション 

事前学習 
観察、言語及び非言語コミュニケーションについ

て確認しておく。 

事後学習 
観察、コミュニケーションの視点と留意点につい

てノートに整理しておく。 

第５回 ケアマネジメントにおける他職種連携・協働 

事前学習 
ケアマネジメントを担う専門職について確認して

おく。 

事後学習 演習シートを整理する。 



 

 

第６回 アセスメントの実際① 情報の整理 

事前学習 観察の視点、記録の留意点について確認しておく。 

事後学習 事例の情報を演習シートに整理する。 

第７回 アセスメントの実際② 課題分析の実際 

事前学習 
自身で立案したケアプランの見直し整理する。カ

ンファレンスに向け整理する。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理しまとめる。 

第８回 
アセスメントの実際③ 情報の分析・統合化、課題抽

出 

事前学習 
テキストの「高齢者におけるケアマネジメントの

事例」を読んでおく。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第９回 カンファレンスの実際の理解 

事前学習 
自身のアセスメントシートを見直し、カンファレ

ンスに向け整理する。 

事後学習 
カンファレンスを振り返り、事例演習シートを整

理しまとめる。 

第１０回 ケアプラン作成の実際 

事前学習 ケアプラン立案の留意点を確認しておく。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第１１回 
高齢者におけるケアマネジメントの実際の理解① 

居宅サービス 

事前学習 
介護保険制度の居宅サービスについて確認してお

く。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第１２回 
高齢者におけるケアマネジメントの実際の理解② 

施設サービス 

事前学習 
テキストの高齢者におけるケアマネジメントの事

例を読んでおく。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第１３回 身体障害者におけるケアマネジメントの実際の理解 

事前学習 
テキストの「身体障害者におけるケアマネジメン

トの事例」を読んでおく。 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第１４回 精神障害者におけるケアマネジメントの実際の理解 

事前学習 
テキストの「精神障害者におけるケアマネジメン

トの事例」を読んでおく 

事後学習 
グループ検討、発表を踏まえ、事例演習シートを

整理し、まとめる。 

第１５回 
まとめ 

 ケアマネジメント実践における価値・知識・技術 

事前学習 第 1～14 回までの授業を振り返る。 

事後学習 ケアマネジメントの視点について整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ケアマネジメント論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3321 

SCMP3321 

SBMP3321 

SPMP3321 
２．授業担当教員 櫻井 恵美 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「ケアマネジメント演習」を合わせて履修することが望ましい。 

７．講義概要 

ケアマネジメントは社会福祉援助技術の 1 手法として、わが国の社会福祉の現場で幅広く活用されてい

る。特に、介護保険制度や自立支援法の中で位置づけられている。本講義では、ケアマネジメントの概要

を理解し、実際の活用に必要な知識を学べるように講義を進めていく。 

８．学習目標 

１）ケアマネジメントの概要を理解し、説明できる。 

２）ケアマネジメントの活用について理解し、説明できる。 

３）ケアマネジメントの機能について理解し、説明できる。 

４）対象別ケアマネジメントの実際について理解し、説明できる。 

５）在宅・施設におけるケアマネジメントについて理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１）ケアマネジメントの展開過程における社会福祉士等の専門職の役割についてレポートにまとめ、 

第６回の授業で提出する。 

２）カンファレンスの利点について、指定用紙にまとめ、第9回の授業で提出する。 

３）高齢者が、居宅サービスから施設サービスへ円滑に移行できるためのケアマネジメントの視点につい

てまとめ、第14回の授業で提出する。（指定用紙を配布します） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

太田貞司、國光登志子『対人援助職を目指す人のケアマネジメント Learning10』(株)みらい、2007。 

その他、授業中にプリントを配布する。 

【参考書】 

・一般社団法人日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャーの会編集『ケアマネジメントのエッセンス 

～利用者の思いが輝く援助技術～』中央法規、2017。 

・東美奈子・大久保薫・島村聡著『障がい者ケアマネジメントの基本』中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１）ケアマネジメントの実際を理解し、説明できたか。 

２）ケアマネジメントの過程を実践し、実践現場で行えたか。 

３）事例検討・ロールプレイ等を通じて、様々な分野におけるケアマネジメントについて理解ができたか。 

○評定の方法 

授業への積極性・発表 50％ 

レポート提出 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・講義内容の事前確認と、授業後の振り返りをすること。 

・授業内容の理解度を確認する小テストを 3 回行います。テストの結果は、授業への積極性として評定に

反映します。 

・やむを得ず遅刻・早退・欠席をする際は、必ずその理由を申し出ること。また、プリントや授業内容に   

 ついて確認しておくこと。 

・提出物は評定に反映されるので、決められた期限内に必ず提出すること。 

・携帯電話等授業中に必要のないものを机上等に置かないこと。他者の学習の迷惑となる行為は慎むこと。 

13．オフィスアワー 第 1回の講義で説明します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス 

ケアマネジメントとは  定義・構成要素 

事前学習 シラバスをよく読んでおく。 

事後学習 ケアマネジメントの意義を整理する。 

第２回 ケアマネジメントの歴史 

事前学習 テキストを読んでおく。 

事後学習 ケアマネジメントの誕生の歴史を整理する。 

第３回 ケアマネジメントの目的･役割 

事前学習 テキストを読んでおく。 

事後学習 
ケアマネジメントの目的と、社会福祉実践におけるケアマネ

ジメント活用の効果について整理する。 

第４回 ケアマネジメントの実践原則･技法･過程 

事前学習 テキストを読んでおく。 

事後学習 
ケアマネジメントの展開過程について整理する。第 1～4 回

までの授業の要点を整理しておく。 

第５回 
ケアマネジメントを担う機関と専門職 

小テスト① 

事前学習 第 3・4 回の授業内容を確認しておく。 

事後学習 

ケアマネジメントの展開過程における社会福祉士等の 

専門職の役割についてレポートにまとめ、次回の授業で 

提出する。*レポート課題１） 

第６回 
ケアマネジメントの展開① 

情報収集、アセスメント（情報の解釈、分析） 
事前学習 

テキストの「ケアマネジメントの展開過程」、「ニーズの把握

と課題分析」をよく読んでおく。 



 

 

事後学習 情報収集の方法とポイントについて整理する。 

第７回 
ケアマネジメントの展開② 

アセスメント（課題抽出） 

事前学習 
テキストの「アセスメントの方法」を読み、アセスメントに

必要な知識について整理しておく。 

事後学習 
アセスメントの視点、ディマンズとニーズの捉え方について

整理しておく。 

第８回 

ケアマネジメントの展開③ 

カンファレンス、記録と報告 

＊グループカンファレンスの実際 

小テスト② 

事前学習 

テキストの「ケアプランの作成」「カンファレンスの開催」を

読んでおく。対人援助専門職として求められる記録・報告に

ついて調べ、留意点を整理しておく。 

事後学習 
カンファレンスの利点についてまとめ、次回の授業で提出す

る。*レポート課題２） 

第９回 
ケアマネジメントにおける 

社会資源の枠組み 

事前学習 
テキストの「ケアマネジメントの利用者と社会資源の活用」

を読んでおく。 

事後学習 
ケアマネジメントにおける社会資源の活用について整理す

る。モニタリングの意義・目的を整理する。 

第１０回 
ケアマネジメントの展開④ 

プランニング 

事前学習 
ケアマネジメントの展開におけるプランニングの視点につ

いて確認しておく。 

事後学習 
ケアマネジメントの展開におけるプランニングの留意点に

ついて整理する。 

第１１回 
ケアマネジメントに展開⑤ 

ケアの実施とモニタリング 

事前学習 
テキストの「介護保険におけるケアマネジメント」を読んで

おく。モニタリングについて調べておく。 

事後学習 モニタリングの意義・目的を整理する。 

第１２回 

介護保険制度とケアマネジメント① 

施設におけるケアマネジメントの 

過程とケアプラン 

小テスト③ 

事前学習 介護保険制度の施設サービスの種類について確認しておく。 

事後学習 
ケアプラン立案におけるケアマネジャーの役割について 

整理する。 

第１３回 

介護保険制度とケアマネジメント② 

社会福祉施設におけるケアマネジメントと

ケアプラン 

事前学習 介護保険制度の居宅サービスの種類について確認しておく。 

事後学習 

第 12 回の授業内容をも踏まえ、施設ケアプランと居宅ケア

プランの関係、共通点・相違点、利用者の生活ニーズの違い

についてまとめ、次回の授業で提出する。*レポート課題３） 

第１４回 

障害者自立支援法とケアマネジメント① 

身体障害者におけるケアマネジメントとケ

アプラン 

事前学習 
テキストの「障害者におけるケアマネジメント」を読んでお

く。身体障害について調べておく。 

事後学習 
身体障害者の支援におけるケアマネジメントの意義につい

て整理する。 

第１５回 

障害者自立支援法とケアマネジメント② 

精神障害者におけるケアマネジメントとケ

アプラン 

事前学習 
テキストの「障害者におけるケアマネジメント」を読んでお

く。精神障害について調べておく。 

事後学習 
精神障害者の支援におけるケアマネジメントの意義につい

て整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1352 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行

ではなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間

のディスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営戦略論、マーケティング論、福祉と経営などに発展していく重要な基礎科目です。 

７．講義概要 

数社の経営実態に関する話をケーススタディーを通じて学ぶことによって、現実に起きている経営課題に

ついて考える。多くの経営課題は、経営学の理論を当てはめることによって解決できるが、教科書通りに

問題が起きることはめったにないので、経営の現場では、そこで何が起きているのかを見極める力が必要

になる。ケーススタディーは理論的に正しいか、ということよりも、そこで何が起きていたのか、を見極

める力を身に着ける方法論であると考えるべきであろう。この講義では、経営学を理論的に学ぶ前に、ま

ず経営の現場からモノを考える習慣をつけることに主眼を置き、議論を深めていく。 

８．学習目標 

１．経営学に関心を持てるようになる。 

２．ケーススタディーを通じて、何が問題となっているのかを発見できるようになる。 

３．ケーススタディーを通じて、問題となっている課題の解決策を考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回の授業の中でケーススタディーなどを通じて学んだことを受けて、一定の課題について自分の意見を

記述し、回答を提出していただきます。中間まとめの後と総まとめの前に、それまでの学習内容を受けて、

理解を確認する目的も持つ課題レポートを提出していただきます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】プリント教材を用います。 

【参考書】 

ピーター・F・ドラッカー著・上田惇生訳『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』ダイヤモン

ド社、2001 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．何が経営課題であるということに気付けているか。 

２．発見した経営課題は何が問題であるかを考えることができるか。 

３．発見した問題の解決策を考えることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

企業を経営する立場になる場合にも、組織の一員として働く場合にも、必要となる基礎知識を、色々な企

業のケーススタディーなどを通じて、幅広く学ぶ科目です。教員のリアルビジネスの世界での 30年の経験

もふまえて、できるだけ具体的な企業活動を描くビデオ視聴の機会を持ちつつ、分かりやすい授業を心が

けます。将来の現場で役に立つ原理原則を学ぶことができますので、一歩ずつ理解を深めてください。 

13．オフィスアワー 授業中に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 企業とビジネス 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像を

あらかじめ理解しておく。 

事後学習 
学習内容を身近な企業のケースに当てはめ

てまとめ、理解を現実的にする。 

第２回 企業の目的・成果と会社制度 

事前学習 
身近な企業の目的や成果とは何かについて

考えてみる。 

事後学習 

著名企業の HP を見て、その目的や目指して

いる成果、採用している会社制度についてま

とめる。 

第３回 経営戦略 

事前学習 
著名企業がどのような経営戦略を採用して

いるのか、調べてみる。 

事後学習 

著名企業の経営戦略について、HPを見て学習

内容を当てはめてまとめ、理解を現実的にす

る。 

第４回 経営組織 

事前学習 
興味ある企業の経営組織について、調べてみ

る。 

事後学習 

その企業が採用している経営組織とその理

由について、学習内容を当てはめてまとめ、

理解を深める。 

第５回 マーケティング 

事前学習 
一般企業がマーケティングをどのように展

開しているのか、調べてみる。 

事後学習 

興味ある企業のマーケティング活動につい

て、学習内容を当てはめてまとめ、理解を深

める。 



 

 

第６回 人的資源 

事前学習 
身近な企業勤務者がどのような働き方をし

ているのか、考察する。 

事後学習 
その企業勤務者の働き方に、学習内容を当て

はめてまとめ、理解を深める。 

第７回 中間まとめ 

事前学習 

ここまでの学習内容をレビューして、理解が

不十分な部分について、教員に質問できるよ

うにしておく。 

事後学習 

理解が不十分だと考えた部分について、よく

復習し理解を深める。教員が与える課題に関

するレポートを作成して提出する。 

第８回 財務 

事前学習 
企業にとって、お金が持つ意味を考えてみ

る。 

事後学習 

著名企業の HP で投資家情報を見て、学習し

た内容がどのように説明されているのか、確

認する。 

第９回 企業統治 

事前学習 最近の企業の不祥事について、調べてみる。 

事後学習 

実際の企業不祥事について、何が理由だった

のか調べ、学習内容をふまえてまとめ、理解

を深める。 

第１０回 グループ経営 

事前学習 
わが国の著名な企業グループには、どんなと

ころがあるのか、調べてみる。 

事後学習 
著名企業グループについて、学習内容を当て

はめてまとめ、理解を現実的にする。 

第１１回 グルーバル経営 

事前学習 
わが国で活躍する外資系企業にはどんなと

ころがあるのか、調べてみる。 

事後学習 

わが国企業がグローバル化する必要性をふ

まえて、今後活躍する企業はどんなところ

か、考察しまとめる。 

第１２回 ベンチャー 

事前学習 
今注目されているベンチャー企業はどんな

ところか、調べてみる。 

事後学習 

ベンチャーから大企業に発展した企業（ソフ

トバンクや楽天など）がなぜ成功したのか、

学習内容をふまえてまとめる。 

第１３回 企業経営と IT 

事前学習 
企業において IT がどのように活用されてい

るのか、調べてみる。 

事後学習 
ITをうまく活用している企業について、学習

内容を当てはめてまとめ、理解を深める。 

第１４回 経営倫理 

事前学習 
社会的な貢献活動に積極的な企業はどこか、

調べてみる。 

事後学習 

企業の真の社会貢献は何なのか、学習内容を

著名企業の活動に当てはめてまとめ、理解を

深める。教員が与える課題に関するレポート

を作成して提出する。 

第１５回 総まとめ 

事前学習 

ここまでの学習内容をレビューして、理解が

不十分であった部分を抽出し教員に質問で

きるようにする。 

事後学習 
期末試験に向けたレビューの予定を立て、実

行する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営学（非営利組織の経営含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1119 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営戦略論、マーケティング論、福祉と経営などに発展していく重要な基礎科目です。 

７．講義概要 

本講義では、企業の活動における基礎的な諸概念、経営学用語、原理などの初歩を体系的に学ぶことに

よって、経営学の基本を身につけることを目的としている。そのために、経営学の学問的な性質、企業・

経営の概念、経営管理、企業経営の内容、現代の経営学の役割など、各理論の概要の初歩を説明する。講

義が抽象的にならないように、なるべく具体例を用いながら講義を進め、理論と実例の両側面から説明を

展開していく。また、グループワークやグループディスカッションを通じて、受講者の主体的な参加によ

って、理解向上をはかる。 

８．学習目標 

1. 企業経営に関する基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 

2. 経営各分野について基礎的知識を習得し、専門科目履修時の理解力を向上させる。 

3. 現代企業や団体の経営課題を把握し、課題解決の取り組み方法を選択できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回出される課題について自分の意見を発表し、回答を提出していただきます。中間まとめとして前半の

学習内容をレビューした後、理解を確認する目的も持つ課題レポートを提出していただきます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定せず、プリント教材を用います。 

【参考書】 

ピーター・F・ドラッカー著・上田惇生訳『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』ダイヤモン

ド社、2001。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉組織において、それを経営する立場になる場合にも、組織の一員として働く場合にも、必要とな

る基礎知識を幅広く学ぶ科目です。教員のリアルビジネスの世界での 30年の経験もふまえて、できるだけ

具体的な企業活動を描くビデオ視聴の機会を持ちつつ、分かりやすい授業を心がけます。間違いなく将来

の現場で役に立つ原理原則を学ぶことができますので、一歩ずつ理解を深めてください。 

13．オフィスアワー 授業中に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 企業とビジネス 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじめ理解して

おく。 

事後学習 
学習内容を身近な企業の活動に当てはめてまとめ、理解を現実的

にする。 

第２回 企業の目的・成果と会社制度 

事前学習 身近な企業の目的や成果とは何かを考察してみる。 

事後学習 
著名企業の HPを見て、その目的や目指している成果、採用してい

る会社制度についてまとめる。 

第３回 経営戦略 

事前学習 著名企業がどのような経営戦略を採用しているのか、調べてみる。 

事後学習 
著名企業の経営戦略について、HP を見て学習内容を当てはめてま

とめ、理解を現実的にする。 

第４回 経営組織 

事前学習 興味ある企業の経営組織について、調べてみる。 

事後学習 
その企業が採用している経営組織とその理由について、学習内容

を当てはめてまとめ、理解を深める。 

第５回 マーケティング 

事前学習 
一般企業がマーケティングをどのように展開しているのか、調べ

てみる。 

事後学習 
興味ある企業のマーケティング活動について、学習内容を当ては

めてまとめ、理解を深める。 

第６回 人的資源 

事前学習 身近な企業勤務者がどのような働き方をしているのか、考察する。 

事後学習 
その企業勤務者の働き方に、学習内容を当てはめてまとめ、理解を

深める。 

第７回 企業組織内外の活動 中間まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分な部分につい

て、教員に質問できるようにしておく。 

事後学習 
理解が不十分だと考えた部分について、よく復習し理解を深める。

教員が与える課題に関するレポートを作成して提出する。 

  



 

 

第８回 財務 

事前学習 企業にとって、お金が持つ意味を考えてみる。 

事後学習 
著名企業の HPで投資家情報を見て、学習した内容がどのように説

明されているのか、確認する。 

第９回 企業統治 

事前学習 最近の企業の不祥事について、調べてみる。 

事後学習 
実際の企業不祥事について、何が理由だったのか調べ、学習内容

をふまえてまとめ、理解を深める。 

第１０回 グループ経営 

事前学習 
わが国の著名な企業グループには、どんなところがあるのか、調

べてみる。 

事後学習 
著名企業グループについて、学習内容を当てはめてまとめ、理解

を現実的にする。 

第１１回 グルーバル経営 

事前学習 
わが国で活躍する外資系企業にはどんなところがあるのか、調べ

てみる。 

事後学習 
わが国企業がグローバル化する必要性をふまえて、今後活躍する

企業はどんなところか、考察しまとめる。 

第１２回 ベンチャー 

事前学習 今注目されているベンチャー企業はどんなところか、調べてみる。 

事後学習 
ベンチャーから大企業に発展した企業（ソフトバンクや楽天など）

がなぜ成功したのか、学習内容をふまえてまとめる。 

第１３回 企業経営と IT 

事前学習 企業において ITがどのように活用されているのか、調べてみる。 

事後学習 
ITをうまく活用している企業について、学習内容を当てはめてま

とめ、理解を深める。 

第１４回 経営倫理 

事前学習 社会的な貢献活動に積極的な企業はどこか、調べてみる。 

事後学習 
企業の真の社会貢献は何なのか、学習内容を著名企業の活動に当

てはめてまとめ、理解を深める。 

第１５回 経営学とは何か 総まとめ 
事前学習 

ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分であった部分

を抽出し教員に質問できるようにする。 

事後学習 期末試験に向けたレビューの予定を立て、実行する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3112 

２．授業担当教員 田中 正秀 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

 本講義では組織の管理についての解説を行い、経営管理の理論的な部分に関して初歩的な理解を促すこと

が目的である。そのために、まずは、代表的な経営学説を学ぶことから始める。 

 講義の流れとしては、経営管理の全体を把握するため、経営学の誕生、近代組織における経営管理の登場

とその発展について学習する。変革する経営管理について、組織の活性化、モチベーション及び経営のリー

ダーシップについて学習を進める。 

 また、経営の創始者としてのテイラーや管理原則を展開したファヨールの議論などを紹介する。最終的に

は人事労務管理論や財務管理論へと議論を展開して、経営管理の全体像を把握できるようにする。 

８．学習目標 

１．企業はもちろん病院・学校・公共団体などをはじめ家庭・個人にいたるまで経営管理能力が必要とされ

ている。組織の経営管理活動の過去・現在・未来を理解できるようになる。 

２．社会で要求される管理能力の基礎を身に付けると共に、行動案を立案できるようになる。 

３．自分自身のマネジメント、即ちセルフマネジメントを理解し、実践力をつけることを目的とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

定期的なアサイメントやレポートについては特に課さない。しかし、学習に必要な場合はレポートを課す。

また、授業展開の中で特に重要となる授業内容の予備知識を調べてくるように提示する。前回の授業とのつ

ながりを解説しながら授業を進めるが、特に重要となる授業内容については、その都度、各自でその要点を

まとめてくるよう提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

塩次清代明・高橋伸夫・小林敏男著『有斐閣アルマ、経営管理〔新版〕』有斐閣、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から平易な資料を用意して授業を進めたため、組織経営の基本的仕組は

理解できたか。 

２．組織の管理能力の基礎的な考え方を身に付けることで、グローバルな視点で経営管理を考えるような力

が付いたか。 

３．企業の経営管理の理解だけでなく、病院や公共施設などの経営管理の違いを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属します。組織の活動は経営管理の知識が必要です。また、経営管理の学

習は、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付ける試みができ、セルフマネジメント手法を学ぶ

ことにもつながります。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 経営管理の

概念 

事前学習 
テキストの著者の考え方、を知る上で、「はしが

き」（pp.ⅰ～ⅸ）の内容を読みまとめる。 

事後学習 
経営管理の概要を聴いたうえで、経営体の経営管

理について自分の考えをまとめて提出。 

第２回 

経営の誕生、資本主義経済の発展と経営管理の形成 

人と社会システム、組織的な経済活動・公共的な経済

活動 

事前学習 
テキスト序章（pp.1～12）を読んでまとめる。ま

た、関心のある企業について調べる。   

事後学習 
テキストにある日本の会社と、各自が関心のある

会社を比較し、その違いなどをまとめる。 

第３回 
管理の生成と発展、専門経営管理と組織能力 

近代的組織の登場、所有と支配の分離 

事前学習 テキスト第 1章（pp.16～41）をまとめる。 

事後学習 
専門経営者の台頭、経営管理論の始祖ファヨール

を中心に管理の必要性をまとめる。 

第４回 
経営管理の発展 

生産性と創造性の探究として経営管理論 

事前学習 
テキスト第 2 章前半（pp.42～47）を熟読、テー

ラーの科学的管理法をまとめる。 

事後学習 
経営管路の発展、経営管理論の系統図を理解しま

とめ、現代企業との比較をする。 



 

 

 

第５回 
経営管理の諸理論 

資本主義と企業組織の発展、経営管理の生成 

事前学習 
テキスト第 2 章後半（pp.48～62）を熟読し、ま

とめ、諸理論の流れをつかんでおく。 

事後学習 
科学的管理法、サイモンの意思決定論を中心に内

容をまとめる。 

第６回 

経営管理の諸理論 

科学的管理法と大量生産方式、コンティンジェンシー

理論 

事前学習 
人間関係論誕生につながるホーソン実験をよく

理解し、その内容をまとめる。 

事後学習 人の管理から組織の理論の流れをまとめる。 

第７回 
組織のデザイン、環境適応へ向けての構造設計 

機能別組織管理と管理諸原則、ファヨールの貢献 

事前学習 
テキスト第 3章の pp.64～71を熟読し、その内容

をまとめる。 

事後学習 
経営管理におけるファヨールの貢献、機能別組織

のデザインについてまとめる。 

第８回 

事業別組織の経営管理、部門管理の標準化 

事業部制組織の設計理念およびメリットとディメリ

ット 

事前学習 テキスト第 3章 pp.70～76を熟読しまとめる。 

事後学習 
新聞や雑誌などから事業部制をもつ企業を 1 社

選択し、学習内容と比較検討しまとめる。 

第９回 
日本型組織デザイン 

組織のヨコの連携、競争優位の確立に向けて 

事前学習 
テキスト第 3章 pp.76～89を熟読するとともに、

関心のある企業の組織図を記録しておく。 

事後学習 
日本型組織の新しい展開という視点でまとめ、理

解を深める。 

第１０回 
経営戦略、組織経営の指針 

戦略と組織の適合性、企業ドメインの策定 

事前学習 テキスト第 4章 pp.90～96を熟読しまとめる。 

事後学習 
戦略的思考、成長ベクトル、SWOT分析をまとめ、

理解を深めておく。 

第１１回 
競争戦略、戦略的事業単位の経営管理 

ポーター理論 

事前学習 テキスト第 4章 pp.96～112を熟読しまとめる。 

事後学習 
企業の競争戦略事例を取り上げ、PPM 分析に適

応・考察してまとめ、理解を深める。 

第１２回 

組織資源の管理 

伝統的資源管理、情報資源の蓄積と利用、組織風土の

適性 

事前学習 
テキスト第 5章 pp.115～136を読み、企業の伝統

的な経営資源と新潮流について把握する。 

事後学習 
経営資源管理から日本型社内ネットワークへの

発展と組織風土の関係を中心にまとめる。 

第１３回 
組織間関係の管理、戦略的提携に向けての基礎 

日本における組織間関係、戦略的提携のロジック 

事前学習 
テキスト第 6章 pp.138～160を読み、これまでの

組織間関係の事例をまとめる。 

事後学習 
なぜ企業間連携をするのか、戦略的提携ロジック

を中心にまとめ、理解を深める。 

第１４回 
変革の経営管理、組織を支える人的要因 

人間関係論と行動科学、組織開発と組織活性化、 

事前学習 
テキスト第 7章 pp.164～184を読み、経営管理と

人的資源の関係を理解する。 

事後学習 
新しい時代に相応しい変革の経営管理と組織の

活性化を中心にまとめる。 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 
経営の誕生から始まったこの学習の内容を再確

認し、疑問点や問題点などをまとめる。 

事後学習 

この学習で理解した経営管理のあり方をまとめ

ると共に、関心ある企業などを取り上げて理論と

実践との差異などを比較しまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3112 

２．授業担当教員 吉沢 正広 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営戦略論や企業統治論などの科目を履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 本講義では組織の管理についての解説を行い、経営管理の理論的な部分に関して初歩的な理解を促すこ

とが目的である。そのために、まずは、代表的な経営学説を学ぶことから始める。 

 講義の流れとしては、経営管理の全体を把握するため、経営学の誕生、近代組織における経営管理の登

場とその発展について学習する。変革する経営管理について、組織の活性化、モチベーション及び経営の

リーダーシップについて学習を進める。 

 また、経営の創始者としてのテイラーや管理原則を展開したファヨールの議論などを紹介する。最終的

には人事労務管理論や財務管理論へと議論を展開して、経営管理の全体像を把握できるようにする。 

８．学習目標 

１．企業はもちろん病院・学校・公共団体などをはじめ家庭・個人にいたるまで経営管理能力が必要とさ

れている。組織の経営管理活動の過去・現在・未来を理解できるようになる。 

２．社会で要求される管理能力の基礎を身に付けると共に、行動案を立案できるようになる。 

３．自分自身のマネジメント、即ちセルフマネジメントを理解し、実践力をつけることを目的とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポートは期間中4回を予定している，内容はテキストに沿って出題する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
吉沢正広編著『やさしく学ぶ経営学』学文社、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から平易な資料を用意して授業を進めたため、組織経営の基本的仕組

は理解できたか。 

２．組織の管理能力の基礎的な考え方を身に付けることで、グローバルな視点で経営管理を考えるような

力が付いたか。 

３．企業の経営管理の理解だけでなく、病院や公共施設などの経営管理の違いを理解できるようになった

か。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属します。組織の活動は経営管理の知識が必要です。また、経営管理の
学習は、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付ける試みができ、セルフマネジメント手法を
学ぶことにもつながります。 
担当教員は新事業のリーダーとして、長年企業で多くの新製品の開発とその事業化のための経営管理を

進めました。その研究と実務経験を生かして、医療・福祉・介護などの組織の経営管理へ活用するための
研究・学習を皆さんと共に討議を重ねながら追求して行きます。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 経営管理の概

念，成績評価方法など説明 

事前学習 
テキストの著者の考え方、を知る上で、「はしが
き」（pp.ⅰ～ⅸ）の内容を読みまとめる。 

事後学習 
経営管理の概要を聴いたうえで、経営体の経営
管理について自分の考えをまとめて提出。 

第２回 企業システムとマネジメントについての概略 

事前学習 
テキスト第 1 章を読んでまとめる。また、関心
のある企業について調べる。   

事後学習 
テキストにある日本の会社と、各自が関心のあ
る会社を比較し、その違いなどをまとめる。 

第３回 
管理の生成と発展、専門経営管理と組織能力 
近代的組織の登場、所有と支配の分離 

事前学習 テキスト第 1章をまとめる。 

事後学習 
専門経営者の台頭、経営管理論の始祖ファヨー
ルを中心に管理の必要性をまとめる。 

第４回 
事例研究の展開を概観する－経営学の今後の課題につ
いてー 

事前学習 
テキスト第 2 章前半を熟読，企業の拡大や国際
化のプロセスを理解する。 

事後学習 
経営管路の発展、経営管理論の系統図を理解し
まとめ、現代企業との比較をする。 

第５回 マーケティングとは何かを理解する 

事前学習 
テキスト第３章を熟読し、まとめ，マーケティン

グ理論の概要を理解する。 

事後学習 
科学的管理法、サイモンの意思決定論を中心に

内容をまとめる。 

第６回 グローバルマーケティングを理解する 
事前学習 企業活動の国際化についての概要を理解する。 

事後学習 グローバルに活躍する企業を理解する。 

第７回 経営革新とは何かを理解する 
事前学習 テキスト第６章を熟読し、その内容をまとめる。 

事後学習 事例をまとめる。 

  



 

 

第８回 経営戦略の概要を知る 

事前学習 テキスト第 6章を熟読しまとめる。 

事後学習 
経営戦略の概要について知り，今後どのように
勉強するかヒントを得る。 

第９回 イノベーションとは何かを理解する 

事前学習 
テキスト第章を熟読するとともに，今後の学習
のヒントにする。 

事後学習 
日本型組織の新しい展開という視点でまとめ、
理解を深める。 

第１０回 
日本企業の海外進出を理解するー組織面での理解を深

めるー 

事前学習 テキスト第 10章を熟読しまとめる。 

事後学習 
日本企業がいかに国際化し組織を作り上げたか
を理解する。 

第１１回 ヒトに関する管理論の変遷を理解する 

事前学習 テキスト第 11章を熟読しまとめる。 

事後学習 
企業で働くとはどう行くことか，その概要を知

る。 

第１２回 日本的経営の変容を知る 

事前学習 
テキスト第 1 章を読み、企業の中での働き方の

変容を知る。 

事後学習 
経営資源管理から日本型社内ネットワークへの
発展と組織風土の関係を中心にまとめる。 

第１３回 企業のコーポレート・ガバナンスとは何かを理解する 

事前学習 
テキスト第 13章を読み、これまでの企業のコー
ポレート・ガバナンスを理解する。 

事後学習 
なぜ企業間連携をするのか、戦略的提携ロジッ
クを中心にまとめ、理解を深める。 

第１４回 企業の資金調達について理解する 

事前学習 
テキスト第 14章を読み，企業活動における資金
調達を理解する。 

事後学習 
企業における資金調達がなぜ重要かを理解す

る。 

第１５回 
情報のマネジメントについての理解を得るおよび総ま

とめ 

事前学習 
現代の企業が重要視している情報について理解

する。 

事後学習 

企業に情報が必要である，これが実現できない
と企業活動は危うくなる，それはどう一ことか

理解する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営組織論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3114 

２．授業担当教員 相馬 一天 

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

を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

事前に経営学（非営利組織の経営を含む）の履修が望ましい。意欲ある学生は歓迎する。経営学を履修済

でない場合、事前に経営学の入門書を一冊読了しておくおことが望ましい。 

７．講義概要 

企業・学校・病院など、多数の人間から構成される組織を運営するためには、これらの組織を合理的、
効率的な「一つの組織」として運営する必要がある。経営組織論は、社会の基礎的構成要素としての組織

を対象として、その行動やメカニズムの解明を基礎的課題とした学問領域である。 
私たちは常に組織との相互作用の中にあり、そして取り巻く組織は常に変化しながら、行動の制約や発

展・成長を私たちに与えたり、逆に私たちがより良い組織や機能を提供したりしている。この講義では、

この組織の機能に着目して、組織論的課題解決手法を探索する。そして、効率的に運営される組織とは何
かという観点から課題を提起し、ディスカッションを通じて課題解決に取り組む。 
この講義は、科目の性質上、経営管理論や経営戦略論等の関連科目の基礎的知識も必要となる応用科目

となるので、これまで学習してきた経営学に関する知識をしっかり復習しておくことが必要である。また、
必要に応じて、適宜解説を加える。 

８．学習目標 

１．経営組織論を構成する理論の概要と具体的事例の内容を理解し、説明することができる。 

２．経営組織を取り巻く経営環境を理解し、その環境への適合方法及び戦略を考察し、立案できるように
なる。 

３．経営戦略を実行するのに最適な経営組織のあり方を提起し、戦略的思考を理解し、説明することがで

きる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

定期的なアサインメントは課さないが、授業展開の中で特に重要となる授業内容の予備知識を調べてく

るように提示する。また、前回の授業とのつながりを解説しながら授業を進めるが、特に重要となる授業

内容については、その都度、各自でその要点をまとめてくるよう提示する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

稲葉祐之他著『キャリアで語る 経営組織』有斐閣。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から、平易な資料を用意して授業を進めたため、組織の基本的仕組は

理解できたか。 

２．企業だけでなく学校、病院などの多くの人間から構成組織を運営するための、社会で要求される組織

経営の基礎的な考え方を身に付け、留学生にとっても日本と母国を含めたグローバルな視点で組織の

あり方を考えるような力が付いたか。 

３．企業の経営組織の理解だけでなく、病院や公共施設などの組織及び組織運営の違いを理解できるよう

になったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．人は何らかの組織に所属する。組織の活動は、経営戦略、経営管理の知識が必要である。また、経営組

織の学習は、変化する社会のあり方を考察し、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付ける試

みができ、セルフマネジメント手法を学ぶことにもつながる。 

2．本学における双方向対話型授業の効果を最大限生かすためには、積極的に質問することが大切ですが、

事前に予習を行わなければ双方向対話型授業が成立しませんので、予習をしていることを前提に授業を行

います。予習してもわからないこともあると思いますが、分からないのは自分だけ、と思い込まずに、積

極的に質問し、復習することにより、理解を深めて下さい。 

13．オフィスアワー  第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明）経営

組織論の概念 

事前学習 

テキストの著者の考え方を知る上で、「はしがき」（pp.ⅰ～

ⅶ）を読み理解する。参考書などを調べて、経営組織論の

持つ意味をまとめる。 

事後学習 
オリエンテーションによって得た、経営組織論についての 

自分の考えをまとめ提出。 

第２回 

個人の欲求と組織の目的 

人間の欲求と行動、 組織・企業のあり方と

価値 

事前学習 

テキスト第 1章 pp.1～13を読んでまとめる。また、関心の

ある企業を取り上げ、事業内容会社組織体制などについて

まとめる。 

事後学習 
テキストを通して学んだ人間の欲求と組織の行動との関係

についてまとめる。 

第３回 

付加価値を生むプロセス 

経営資源、 組織で働くことと個人で働く

こと 

事前学習 テキスト第 1章の pp.13～26を熟読し、内容をまとめる。 

事後学習 
当該学習を通して、付加価値とは何か、それを生むプロセ

ス、人的資源の重要性、組織で働くことの意義をまとめる。 

第４回 
組織社会化と組織社会プロセス 

組織社会化、 組織文化とは何か、 組織文
事前学習 

テキスト第 2章 pp.27～57を読んで、組織社会化とは何か

について考察しまとめる。 



 

 

化の機能、  
事後学習 

組織文化が企業活動のなかでどう機能するのかまとめ、企

業の実態と比較考察する。 

第５回 

組織と仕事への順応化、 モチベーション

と規則 

人材教育、 仕事に対する欲求、 内発的動

機付け 

事前学習 
テキスト第 3章 pp.59～88を読み、モチベーション、人材

育成などを中心にまとめる。 

事後学習 
仕事に対する意欲、モチベーションと組織とのつながりを

中心に内容をまとめる。 

第６回 

人事異動、 会社のなかでのキャリア開発 

組織の人事管理、 個人のキャリアマネジ

メント 

事前学習 
テキスト第 4 章 pp.89～114 を読んで、自分なりに適材適

所に関する考え方をまとめる。 

事後学習 
この学習を通して、組織と個人の関係についてまとめ、経

営組織について理解を深める。 

第７回 

リーダーシップ、 リーダーシップの意義 

優れたリーダー行動と権限委譲、 状況適

応理論 

事前学習 
テキスト第 5章の pp.117～143を読み、リーダーシップの

重要性についてまとめる。 

事後学習 
優れたリーダーシップとはどういうものかという視点か

ら、事前学習での考察を再度見直し、まとめる。 

第８回 

集団組織のダイナミズム、 意思決定のプ

ロセス  

集団組織の意思決定と個人の意思決定のメ

リット 

事前学習 テキスト第 6章 pp.145～163を熟読し、内容をまとめる。 

事後学習 
組織活動のなかで最も重要なテーマの一つである意思決定

について、過去の事例を加えながらまとめる。 

第９回 
意思決定のごみ箱モデル、 集団の失敗 

グループ・シンク、 グループシフト 

事前学習 
テキスト第 6章 pp.163～174を熟読するとともに、集団の

圧力について考察する。 

事後学習 
学習をもとに、集団が誤った意思決定をした事例をまとめ、

考察力を深める。 

第１０回 

コンフリクト・マネジメント 

コンフリクトのプロセス、 ダイバシティ・

マネジメント 

事前学習 
テキスト第 7章 pp.177～208を熟読しまとめ、コンフリク

トについての予備知識を得る。 

事後学習 
学習成果を応用して、コンフリクトの無い集団はあるのか、

という視点からまとめる。 

第１１回 

組織デザイン 

組織における分業、 分業されたタスクの

調整方法 

事前学習 
テキスト第 8章 pp.211～240を熟読し、組織デザインにつ

いての内容をまとめる。 

事後学習 
組織における分業について、事例を取り上げ適応・考察し

てまとめ、理解を深める。 

第１２回 

ヒエラルキーの設計 

機能性組織と事業部制組織、  グルーピ

ングの基本 

事前学習 
テキスト第 8章 pp.241～270を読み、企業の伝統的なヒエ

ラルキーをまとめる。 

事後学習 
機能別組織から事業部制組織に発展した企業事例を取り上

げて、まとめることで理解を深める。 

第１３回 

環境のマネジメント 

制度・市場・利害者集団と組織、 利害者集

団との関係 

事前学習 
テキスト第 9章 pp.241～270を読み、利害者集団を中心に

まとめる。 

事後学習 
利害者集団とのつながりがいかに重要かという視点を中心

に学習内容まとめ、企業活動への理解を深める。 

第１４回 

組織変革とトップの役割 

経営理念とビジネスシステム、 企業の社

会的責任  

事前学習 
テキスト第 10 章 pp.273～305 を読みまとめる。組織の変

革という概念を理解する。 

事後学習 

明確なる経営理念とリーダーシップのもとで変革するビジ

ネスシステムという視点で学習内容をまとめ、創造・思考

力を高める。 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 
会社という組織を通してキャリアの育成からはじまった当

該学習の内容を再確認し、疑問点や問題点などをまとめる。 

事後学習 

この学習で理解した経営組織のあり方をまとめると共に、

関心ある企業などを取り上げて理論と実践との差異などを

比較・考察する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営組織論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3114 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

企業・学校・病院など、多数の人間から構成される組織を運営するためには、これらの組織を合理的、効
率的な「一つの組織」として運営する必要がある。経営組織論は、社会の基礎的構成要素としての組織を対

象として、その行動やメカニズムの解明を基礎的課題とした学問領域である。 
私たちは常に組織との相互作用の中にあり、そして取り巻く組織は常に変化しながら、行動の制約や発展・

成長を私たちに与えたり、逆に私たちがより良い組織や機能を提供したりしている。この講義では、この組

織の機能に着目して、組織論的課題解決手法を探索する。そして、効率的に運営される組織とは何かという
観点から課題を提起し、ディスカッションを通じて課題解決に取り組む。 
この講義は、科目の性質上、経営管理論や経営戦略論等の関連科目の基礎的知識も必要となる応用科目と

なるので、これまで学習してきた経営学に関する知識をしっかり復習しておくことが必要である。また、必
要に応じて、適宜解説を加える。 

８．学習目標 

１．経営組織論を構成する理論の概要と具体的事例の内容を理解し、説明することができる。 

２．経営組織を取り巻く経営環境を理解し、その環境への適合方法及び戦略を考察し、立案できるようにな
る。 

３．経営戦略を実行するのに最適な経営組織のあり方を提起し、戦略的思考を理解し、説明することができ

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

定期的なアサイメントについては、特に課さない。しかし、授業展開の中で特に重要となる授業内容の予

備知識を調べてくるように提示する。また、前回の授業とのつながりを解説しながら授業を進めるが、特に
重要となる授業内容については、その都度、各自でその要点をまとめてくるよう提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

稲葉祐之他著『キャリアで語る経営組織』有斐閣アルマ、2012。 

【参考書】 

岡田広司編著『戦略的イノベーション経営の潮流 現代経営学講座Ⅱ』あるむ、2008。 

岡田広司著『商品開発とビジネス戦略 現代経営学基礎講座Ⅱ』あるむ、2009。 

桑田耕太郎・田尾雅夫著『組織論』有斐閣アルマ、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から、平易な資料を用意して授業を進めたため、組織の基本的仕組は理

解できたか。 

２．企業だけでなく学校、病院などの多くの人間から構成組織を運営するための、社会で要求される組織経

営の基礎的な考え方を身に付け、留学生にとっても日本と母国を含めたグローバルな視点で組織のあり

方を考えるような力が付いたか。 

３．企業の経営組織の理解だけでなく、病院や公共施設などの組織及び組織運営の違いを理解できるように

なったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属する。組織の活動には、経営戦略、経営管理の知識が必要である。また、
経営組織の学習は、変化する社会のあり方を考察し、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付け

る試みができ、セルフマネジメント手法を学ぶことにもつながる。医療・福祉・介護などの経営組織論の学
習を皆さんと共に討議を重ねながら追究していく。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 
経営組織論の概念 

事前学習 

テキストの著者の考え方を知る上で、「はしがき」
（pp.1～7）を読み、理解する。参考書などを調べ

て、経営組織論の持つ意味をまとめる。 

事後学習 
オリエンテーションによって得た、経営組織論に

ついての自分の考えをまとめ提出する。 

第２回 

個人の欲求と組織の目的 
人間の欲求と行動 

組織・企業のあり方と価値 

事前学習 

テキスト第 1章 pp.7～13を読んでまとめる。また、
関心のある企業を取り上げ、事業内容会社組織体

制などについてまとめる。 

事後学習 
テキストを通して学んだ人間の欲求と組織の行動

との関係についてまとめる。 

第３回 

付加価値を生むプロセス 
経営資源 
組織で働くことと個人で働くこと 

事前学習 
テキスト第 1 章の pp.13～26 を熟読し、内容をま
とめる。 

事後学習 

当該学習を通して、付加価値とは何か、それを生

むプロセス、人的資源の重要性、組織で働くこと

の意義をまとめる。 

  



 

 

第４回 

組織社会科と組織社会プロセス 
組織社会化 
組織文化とは何か 

組織文化の機能  

事前学習 
テキスト第 2 章 pp.27～57 を読んで、組織社会化
とは何かについて考察しまとめる。 

事後学習 
組織文化が企業活動のなかでどう機能するのかま

とめ、企業の実態と比較考察する。 

第５回 

組織と仕事への順応化 

モチベーションと規則 
人材教育 
仕事に対する欲求 

内発的動機付け 

事前学習 
テキスト第 3 章 pp.59～88 を読み、モチベーショ

ン、人材育成などを中心にまとめる。 

事後学習 
仕事に対する意欲、モチベーションと組織とのつ

ながりを中心に内容をまとめる。 

第６回 

人事異動 
会社のなかでのキャリア開発 

組織の人事管理 
個人のキャリアマネジメント 

事前学習 
テキスト第 4章 pp.89～114を読んで、自分なりに
適材適所に関する考え方をまとめる。 

事後学習 
この学習を通して、組織と個人の関係についてま

とめ、経営組織について理解を深める。 

第７回 

リーダーシップ 

リーダーシップの意義 
優れたリーダー行動と権限委譲 
状況適応理論 

事前学習 
テキスト第 5 章の pp.117～143 を読み、リーダー
シップの重要性についてまとめる。 

事後学習 

優れたリーダーシップとはどういうものかという

視点から、事前学習での考察を再度見直し、まと

める。 

第８回 

集団組織のダイナミズム 
意思決定のプロセス  

集団組織の意思決定と個人の意思決定のメリット 

事前学習 
テキスト第 6 章 pp.145～163 を熟読し、内容をま
とめる。 

事後学習 

組織活動のなかで最も重要なテーマの一つである

意思決定について、過去の事例を加えながらまと

める。 

第９回 

意思決定のごみ箱モデル 
集団の失敗 
グループ・シンク 

グループシフト 

事前学習 
テキスト第 6章 pp.163～174を熟読するとともに、
集団の圧力について考察する。 

事後学習 
学習をもとに、集団が誤った意思決定をした事例

をまとめ、考察力を深める。 

第１０回 

コンフリクト・マネジメント 
コンフリクトのプロセス 

ダイバシティ・マネジメント 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.177～208 を熟読しまとめ、コ

ンフリクトについての予備知識を得る。 

事後学習 
学習成果を応用して、コンフリクトの無い集団は

あるのか、という視点からまとめる。 

第１１回 

組織デザイン 
組織における分業 
分業されたタスクの調整方法 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.211～240 を熟読し、組織デザ
インについての内容をまとめる。 

事後学習 
組織における分業について、事例を取り上げ適

応・考察してまとめ、理解を深める。 

第１２回 

ヒエラルキーの設計 

機能性組織と事業部制組織 
グルーピングの基本 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.241～255 を読み、企業の伝統
的なヒエラルキーをまとめる。 

事後学習 
機能別組織から事業部制組織に発展した企業事例

を取り上げて、まとめることで理解を深める。 

第１３回 

環境のマネジメント 
制度・市場・利害者集団と組織 
利害者集団との関係 

事前学習 
テキスト第 9 章 pp.256～270 を読み、利害者集団

を中心にまとめる。 

事後学習 

利害者集団とのつながりがいかに重要かという視

点を中心に学習内容をまとめ、企業活動への理解

を深める。 

第１４回 

組織変革とトップの役割 
経営理念とビジネスシステム 
企業の社会的責任  

事前学習 
テキスト第 10章 pp.273～305を読みまとめる。組

織の変革という概念を理解する。 

事後学習 

明確なる経営理念とリーダーシップのもとで変革

するビジネスシステムという視点で学習内容をま

とめ、創造・思考力を高める。 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 

会社という組織を通してキャリアの育成からはじ

まった当該学習の内容を再確認し、疑問点や問題
点などをまとめる。 

事後学習 

この学習で理解した経営組織のあり方をまとめる

と共に、関心ある企業などを取り上げて理論と実

践との差異などを比較・考察する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営組織論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3114 

２．授業担当教員 長谷川 記央 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学、経営管理論を事前に受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

企業・学校・病院など、多数の人間から構成される組織を運営するためには、これらの組織を合理的、効率
的な「一つの組織」として運営する必要がある。経営組織論は、社会の基礎的構成要素としての組織を対象と

して、その行動やメカニズムの解明を基礎的課題とした学問領域である。 
私たちは常に組織との相互作用の中にあり、そして取り巻く組織は常に変化しながら、行動の制約や発展・

成長を私たちに与えたり、逆に私たちがより良い組織や機能を提供したりしている。この講義では、この組織

の機能に着目して、組織論的課題解決手法を探索する。そして、効率的に運営される組織とは何かという観点
から課題を提起し、ディスカッションを通じて課題解決に取り組む。 
この講義は、科目の性質上、経営管理論や経営戦略論等の関連科目の基礎的知識も必要となる応用科目とな

るので、これまで学習してきた経営学に関する知識をしっかり復習しておくことが必要である。また、必要に
応じて、適宜解説を加える。 

８．学習目標 

１．経営組織論を構成する理論の概要と具体的事例の内容を理解し、説明することができる。 

２．経営組織を取り巻く経営環境を理解し、その環境への適合方法及び戦略を考察し、立案できるようになる。 
３．経営戦略を実行するのに最適な経営組織のあり方を提起し、戦略的思考を理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

定期的なアサイメントについては、グループ学習で割り当てられた課題について検討を行うこと。 
大学の図書館などを利用して、研究課題について調査すること。 
レポートについては、グループ学習で研究した成果を3,600字程度でまとめること。 

レポートの提出については、第15回の講義の際に提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

グロービス経営大学院著『グロービス MBA 組織と人材マネジメント』ダイヤモンド社、2007。 

【参考書】 

各グループによって研究課題が異なるため、必要な場合には適時提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から、平易な資料を用意して授業を進めたため、組織の基本的仕組は理解

できたか。 

２．企業だけでなく学校、病院などの多くの人間から構成組織を運営するための、社会で要求される組織経営

の基礎的な考え方を身に付け、留学生にとっても日本と母国を含めたグローバルな視点で組織のあり方を

考えるような力が付いたか。 

３．企業の経営組織の理解だけでなく、病院や公共施設などの組織及び組織運営の違いを理解できるようにな

ったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義については、経営組織論の講義を経て、受講生が自ら研究課題を発掘し、その問題について検討する
ことを目的とした講義である。 

また、グループ学習を中心としているため、欠席をすると他の受講生に迷惑となるため、やむを得ない場合
を除き、欠席はしないようにすること。また、自主性が乏しい生徒の受講については差し控えることが望まし
い。 

病院・公共施設などに興味を持つ受講生が多数いると思われるため、各施設に興味がある受講生については、
1つのグループとして編成し、各施設の組織戦略などを検討するように講義を展開する。 
私企業に興味がある受講生については、どのような業種を研究課題としたいのかを考えて、講義に望むこと

がもとめられる。 
グループ学習については、他の単位で身に着けたコミュニケーション能力を生かして、より円滑に行えるよ

う、他の受講生との関わり方や自らの発言の仕方について、復習することが期待される。 

期末試験については、講義で取り扱った経営組織論の論点に関する問題を出題する。 

13．オフィスアワー  授業の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
グループ学習の準備 

事前学習 教科書を準備すること。 

事後学習 
グループ学習のメンバーと、学習が円滑に行

えるようにコミュニケーションをとること。 

第２回 

講義：組織の戦略と行動 

グループ学習：トップダウン・アプローチとボトムアッ
プ・アプローチの長所と短所 

事前学習 
これまで学習した経営学の用語の復習をする
ことが望ましい。 

事後学習 組織学習のコラムを読み直す。 

第３回 

講義：組織文化の役割・機能 
グループ学習：組織文化① 
グループ学習で検討する企業組織を決める。 

事前学習 興味のある企業組織をいくつか検討する。 

事後学習 
グループ学習で割り当てられた自分の課題に

ついて研究する。 



 

 

検討する企業組織につき、どのような組織文化があるか
調査する準備をする。 
また、調査方法などを検討する。 

第４回 

講義：組織構造のデザイン 
グループ学習：組織文化② 
アサイメントとして調査した結果を話し合う。 

事前学習 
グループの生徒間で情報共有できるように、
調査した結果をまとめる。 

事後学習 グループ学習の報告の準備を行う。 

第５回 
グループ学習：組織文化③ 
第３回・4回で検討を行った結果を報告する。 

事前学習 
グループ学習の報告の準備を行う。 

質疑・応答に対応できるように努める。 

事後学習 組織文化についてまとめる。 

第６回 
講義：組織構造・具体的モデル 

グループ学習：具体的モデルの長所・短所 

事前学習 
第 2 回から第 4 回までの講義の内容を復習し

ておくこと。 

事後学習 

組織の具体的なモデルについてまとめ、どの

ようなものがあるか答えられるように努める

こと。 

第７回 
講義：組織構造を規定するもの 
グループ学習：外部環境と内部環境 

事前学習 
組織構造に影響を与える要因について考える

こと。 

事後学習 
組織構造がどのような要因に規定されるか復

習すること。 

第８回 

講義：人事システムと戦略 
グループ学習：人事システムと戦略 

アルバイト経験者については、今までの職場がどのよう
な人事システムと戦略を行っていたのか考える。 
アルバイト未経験者については、どのような人事システ

ムであれば、従業員の士気が向上するのか検討する。 

事前学習 指定された項目につき、教科書を読むこと。 

事後学習 人事システムについてまとめる。 

第９回 

報酬制度 

能力開発システム 
働き方の多様化 
※グループ学習は実施しない 

事前学習 人事システムについて復習を行うこと。 

事後学習 

講義の内容を通常より多いため、教科書の該

当箇所を読み直し、わからないことは次回の

講義で質問すること。 

第１０回 

講義：人と組織のグローバル化 
グループ学習：研究課題① 

研究課題においては、各グループが選択した企業組織が
どのような組織構造（モデル）を採用し、どのような経
営組織を行っているのか研究する。 

研究課題の対象となる企業組織の学ぶべき事柄と改善
すべき事柄を考え、最終報告を行う。 

事前学習 
研究課題の対象とする企業組織を準備してお
くこと。 

事後学習 
グループ学習のメンバーで、研究課題の目的

などを共有すること。 

第１１回 

講義：マネジャーの課題 

グループ学習：研究課題② 
どのような組織構造（モデル）を採用しているのかをま
とめる。 

事前学習 
研究課題の対象となる企業について、ホーム

ページなどで調査すること。 

事後学習 
研究課題となる企業組織の文献を調べるこ

と。 

第１２回 

講義：実践例の検討① 

グループ学習：研究課題③ 
どのような経営戦略を採用しているのかをまとめる。 

事前学習 
発表媒体について、PC を用いるのか、模造紙
で行うのか、どのようにするのか考えること。 

事後学習 

研究課題について、問題を解決できるように、

グループ学習で話し合った結果をまとめてお

くこと。 

第１３回 

講義：実践例の検討② 
グループ学習：研究課題④ 

採用を行っている組織構造（モデル）と経営戦略の関係
について検討を行う。 

事前学習 
研究課題を解決し、まとめられるようにする
こと。 

事後学習 
最終報告の準備が終わらないグループについ

ては、発表の準備を終わらせておくこと。 

第１４回 

グループ学習：研究課題⑤ 
       最終報告会 
講義：最終報告会から発見した経営戦略の課題 

事前学習 グループ学習の成果をまとめること 

事後学習 
他のグループの報告をまとめて、今後の研究

等に役立てられるようにすること 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 レポートを作成し、準備すること。 

事後学習 
経営組織論に関する用語・内容について、復

習すること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営組織論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3114 

２．授業担当教員 吉沢 正広 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学，経営管理論，経営戦略論などを履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

企業・学校・病院など、多数の人間から構成される組織を運営するためには、これらの組織を合理的、効
率的な「一つの組織」として運営する必要がある。経営組織論は、社会の基礎的構成要素としての組織を対
象として、その行動やメカニズムの解明を基礎的課題とした学問領域である。 

私たちは常に組織との相互作用の中にあり、そして取り巻く組織は常に変化しながら、行動の制約や発展・
成長を私たちに与えたり、逆に私たちがより良い組織や機能を提供したりしている。この講義では、この組
織の機能に着目して、組織論的課題解決手法を探索する。そして、効率的に運営される組織とは何かという

観点から課題を提起し、ディスカッションを通じて課題解決に取り組む。 
この講義は、科目の性質上、経営管理論や経営戦略論等の関連科目の基礎的知識も必要となる応用科目と

なるので、これまで学習してきた経営学に関する知識をしっかり復習しておくことが必要である。また、必

要に応じて、適宜解説を加える。 

８．学習目標 

１．経営組織論を構成する理論の概要と具体的事例の内容を理解し、説明することができる。 
２．経営組織を取り巻く経営環境を理解し、その環境への適合方法及び戦略を考察し、立案できるようにな

る。 

３．経営戦略を実行するのに最適な経営組織のあり方を提起し、戦略的思考を理解し、説明することができ
る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

定期的なアサイメントについては、特に課さない。しかし、授業展開の中で特に重要となる授業内容の予
備知識を調べてくるように提示する。また、前回の授業とのつながりを解説しながら授業を進めるが、特に

重要となる授業内容については、その都度、各自でその要点をまとめてくるよう提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

松崎和久著『マネジメント基本全集 経営組織論』学文社、2006。 

【参考書】 

岡田広司編著『戦略的イノベーション経営の潮流 現代経営学講座Ⅱ』あるむ、2008。 

岡田広司著『商品開発とビジネス戦略 現代経営学基礎講座Ⅱ』あるむ、2009。 

桑田耕太郎・田尾雅夫著『組織論』有斐閣アルマ、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から、平易な資料を用意して授業を進めたため、組織の基本的仕組は理

解できたか。 

２．企業だけでなく学校、病院などの多くの人間から構成組織を運営するための、社会で要求される組織経

営の基礎的な考え方を身に付け、留学生にとっても日本と母国を含めたグローバルな視点で組織のあり

方を考えるような力が付いたか。 

３．企業の経営組織の理解だけでなく、病院や公共施設などの組織及び組織運営の違いを理解できるように

なったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属する。組織の活動には、経営戦略、経営管理の知識が必要である。また、
経営組織の学習は、変化する社会のあり方を考察し、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付け
る試みができ、セルフマネジメント手法を学ぶことにもつながる。 

担当教員は新事業のリーダーとして、長年企業で多くの新製品の開発とその事業化のための経営組織の研
究を進めた。その事例の一つに世界初の通信カラオケの事業化がある。事業を成功するにはそれに相応しい
経営組織や経営戦略がある。これらの研究や実務経験を生かして、医療・福祉・介護などの経営組織論の研

究・学習を皆さんと共に討議を重ねながら追究していく。 

13．オフィスアワー  授業の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 
経営組織論の概念 

事前学習 

テキストの著者の考え方を知る上で、「はし
がき」（pp.1～7）を読み、理解する。参考書

などを調べて、経営組織論の持つ意味をまと
める。 

事後学習 
オリエンテーションによって得た、経営組織

論についての自分の考えをまとめ提出する。 

第２回 

個人の欲求と組織の目的 
人間の欲求と行動 
組織・企業のあり方と価値 

事前学習 

テキスト第 1章 pp.7～13を読んでまとめる。

また、関心のある企業を取り上げ、事業内容
会社組織体制などについてまとめる。 

事後学習 
テキストを通して学んだ人間の欲求と組織

の行動との関係についてまとめる。 



 

 

第３回 

付加価値を生むプロセス 
経営資源 

組織で働くことと個人で働くこと 

事前学習 
テキスト第 1 章の pp.13～26を熟読し、内容
をまとめる。 

事後学習 

当該学習を通して、付加価値とは何か、それ

を生むプロセス、人的資源の重要性、組織で

働くことの意義をまとめる。 

第４回 

組織社会科と組織社会プロセス 
組織社会化 
組織文化とは何か 

組織文化の機能  

事前学習 
テキスト第 2 章 pp.27～57を読んで、組織社
会化とは何かについて考察しまとめる。 

事後学習 
組織文化が企業活動のなかでどう機能する

のかまとめ、企業の実態と比較考察する。 

第５回 

組織と仕事への順応化 

モチベーションと規則 
人材教育 
仕事に対する欲求 

内発的動機付け 

事前学習 
テキスト第 3 章 pp.59～88を読み、モチベー

ション、人材育成などを中心にまとめる。 

事後学習 
仕事に対する意欲、モチベーションと組織と

のつながりを中心に内容をまとめる。 

第６回 

人事異動 
会社のなかでのキャリア開発 

組織の人事管理 
個人のキャリアマネジメント 

事前学習 
テキスト第 4 章 pp.89～114 を読んで、自分
なりに適材適所に関する考え方をまとめる。 

事後学習 
この学習を通して、組織と個人の関係につい

てまとめ、経営組織について理解を深める。 

第７回 

リーダーシップ 

リーダーシップの意義 
優れたリーダー行動と権限委譲 
状況適応理論 

事前学習 
テキスト第 5 章の pp.117～143 を読み、リー
ダーシップの重要性についてまとめる。 

事後学習 

優れたリーダーシップとはどういうものか

という視点から、事前学習での考察を再度見

直し、まとめる。 

第８回 

集団組織のダイナミズム 
意思決定のプロセス  

集団組織の意思決定と個人の意思決定のメリット 

事前学習 
テキスト第 6 章 pp.145～163を熟読し、内容
をまとめる。 

事後学習 

組織活動のなかで最も重要なテーマの一つ

である意思決定について、過去の事例を加え

ながらまとめる。 

第９回 

意思決定のごみ箱モデル 
集団の失敗 
グループ・シンク 

グループシフト 

事前学習 
テキスト第6章 pp.163～174を熟読するとと
もに、集団の圧力について考察する。 

事後学習 
学習をもとに、集団が誤った意思決定をした

事例をまとめ、考察力を深める。 

第１０回 

コンフリクト・マネジメント 
コンフリクトのプロセス 
ダイバシティ・マネジメント 

事前学習 

テキスト第 7 章 pp.177～208 を熟読しまと

め、コンフリクトについての予備知識を得
る。 

事後学習 
学習成果を応用して、コンフリクトの無い集

団はあるのか、という視点からまとめる。 

第１１回 

組織デザイン 
組織における分業 

分業されたタスクの調整方法 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.211～240 を熟読し、組織

デザインについての内容をまとめる。 

事後学習 
組織における分業について、事例を取り上げ

適応・考察してまとめ、理解を深める。 

第１２回 

ヒエラルキーの設計 

機能性組織と事業部制組織 
グルーピングの基本 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.241～255を読み、企業の
伝統的なヒエラルキーをまとめる。 

事後学習 

機能別組織から事業部制組織に発展した企

業事例を取り上げて、まとめることで理解を

深める。 

第１３回 

環境のマネジメント 

制度・市場・利害者集団と組織 
利害者集団との関係 

事前学習 
テキスト第 9 章 pp.256～270を読み、利害者
集団を中心にまとめる。 

事後学習 

利害者集団とのつながりがいかに重要かと

いう視点を中心に学習内容をまとめ、企業活

動への理解を深める。 

第１４回 

組織変革とトップの役割 

経営理念とビジネスシステム 
企業の社会的責任  

事前学習 
テキスト第 10 章 pp.273～305 を読みまとめ
る。組織の変革という概念を理解する。 

事後学習 

明確なる経営理念とリーダーシップのもと

で変革するビジネスシステムという視点で

学習内容をまとめ、創造・思考力を高める。 

第１５回 授業のまとめ 

事前学習 

会社という組織を通してキャリアの育成か
らはじまった当該学習の内容を再確認し、疑

問点や問題点などをまとめる。 

事後学習 

この学習で理解した経営組織のあり方をま

とめると共に、関心ある企業などを取り上げ

て理論と実践との差異などを比較・考察す

る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 

GEHL1101 

GEHL1112 

GEBS1301 ２．授業担当教員 清水 信好 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．授業で学んだ内容についてミニレポートなどにまとめ、提出する。 

２．「運動プログラムの作成」、「健康的ダイエットの方法」などについてレポートを求める。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

配布するプリント等を教材とする。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 
メッセージ 

肥満、高血圧、加齢、睡眠、食と健康など、受講生の日常生活にもそのまま該当する内容を扱っていきます。 
人体の仕組みや生理についてよく理解し、生活習慣の改善、運動スポーツの実践ができるようになってくださ

い。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（本科目のねらい

と到達目標等） 
日常生活と健康の関わり 
運動不足の害１ 

事前学習 
大学生になって、自分は日常生活をどのように過ごしているの
か、客観的に把握しておく。 

事後学習 
健康という観点から自分の生活状況をどのように評価するか。問題点、改

善点を具体的に考え、記述する。 

第２回 

運動と健康の関係性 
運動不足の害２   

日常生活の乱れと健康の関係性 
基本的生活習慣の重要性 

事前学習 
生活習慣の乱れは身体にどのような影響をもたらすか 考えた
うえで授業に臨む。 

事後学習 講義内容から自分が受容したことについてまとめる。 

第３回 

身体の仕組み １ 

  嗜好品と体の健康 
  喫煙の恐怖 

事前学習 
喫煙に関する健康の害および他人に及ぼす悪影響について調べ

て臨む。  

事後学習 
講義内容および視聴覚教材から自分が受容したことについて専

用用紙にまとめる。 

第４回 
身体の仕組み ２ 
低体温と健康障害 

運動の貢献 

事前学習 バイタルサインとは何か、又、自分の数値について確認して臨む。 

事後学習 低体温改善に貢献する運動の効果についてまとめる。 

第５回 
身体の仕組み ３ 
生命の維持（水分、酸素） 
運動との関わり 

事前学習 
からだと水分、酸素と健康。運動時の水分補給について 事前学
習して授業に臨む。 

事後学習 
講義の内容および視聴覚教材から受容したことを専用用紙にま

とめる。 



 

 

第６回 
運動による身体の変化 1 
準備運動と整理運動の持つ意義と 
傷害予防 

事前学習 準備運動と、整理運動の重要性について考えて臨む。 

事後学習 講義内容について自分の考えを専用用紙にまとめる。 

第７回 
運動による身体の変化 ２ 
肥満の原理と食の実態 

事前学習 肥満は何故健康に良くないのかを調べて臨む。 

事後学習 講義内容についての自分の感想を専用用紙にまとめる。 

第８回 
運動による身体の変化 ３ 
メタボリックシンドローム 
ダイエット方法 

事前学習 
ダイエットの方法について、身の回りの事例、体験等からまとめ
ておく。 

事後学習 

正しいダイエットを理解する。第三者にもアドバイスできるよう

に理解する。前回の授業内容を加味して自分の受容したことを総

括する。 

第９回 前半授業の総括と・確認テスト 

事前学習 
運動・スポーツは生活習慣病を予防し、健康寿命を延伸できるの
か、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
他学生の健康・スポーツ対する考えを聴き、自分の健康・運動感

の視点と比較し、自分の前半授業の内容を総括する。 

第１０回 

スポーツと健康 １ 

運動の身体に及ぼす効用 
軽運動（歩行を主として） 

事前学習 歩行の健康に対する貢献度について調べて臨む。 

事後学習 
軽運動の身体に及ぼす影響と運動不足の差について自分の考え

を専用用紙にまとめる。 

第１１回 
スポーツと健康 ２ 

トレーニングの原理・原則 

運動処方 

事前学習 体力の概念と向上のためのトレーニング法を調べておく。 

事後学習 
トレーニングの原理・原則に基づいた健康維持のための運動プロ

グラムの作成方法をまとめる。 

第１２回 
スポーツと健康 ３ 
筋力低下と傷害の関係性  

 体力測定  

事前学習 腰痛発生のメカニズムについて事前に学習してくる。 

事後学習 高校生時代との筋力、筋持久力を比較し、現有体力を把握する。 

第１３回 

スポーツと健康 ４ 

疲労回復法 
疲労しにくい身体づくり 

事前学習 疲労を回復するためのいろいろな方法を調べて授業に臨む。 

事後学習 自分なりの疲労回復方法についてまとめ上げ、実践する。 

第１４回 
スポーツと健康 ５ 
 ストレッチング 

安全管理（暑熱、寒冷、湿度等） 

事前学習 
ストレッチングとは何か、実施方法は、身体に及ぼす影響につい
て調べて臨む。 

事後学習 
スポーツを安全かつ効果的に実践するための留意点、方法につい

て総括して専用用紙にまとめる。 

第１５回 
日常生活と健康 

 スポーツできる幸福 （好循環） 

事前学習 
健康とは何か、これまでの授業を振り返り自分の考えをまとめて
おく。 

事後学習 
資料、講義内容および視聴覚の内容を参考にし、自分の健康観を

まとめ、健康行動を実践するという意識をもつ。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 GEHL1101 

２．授業担当教員 中村 裕 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題：１、健康とスポーツの関連性を私見でまとめる。 

   ２、授業で学んだ内容についてレポートにまとめる。 

    適宜、学生に通知  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しない（授業内で配布するプリント等を教材とする。 

【参考書】・「健康とスポーツ」玉川大学教育学部編 

      ・出村慎一 監修「健康・スポーツ科学講義」杏林書院 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代社会における健康に対する問題点（肥満、高血圧、食生活など）を扱っていきます。人体の仕組みや生

理についてよく理解し生活習慣の改善、健康増進にも役立てて下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（本科目のねらいと到達目標、授業

内容の確認、成績評価方法等） 

スポーツとフィットネス 

事前学習 
自らの日常生活を振り返り、健康について自

己評価をしてみる。 

事後学習 日常生活で健康への問題点を記述してみる。 

第２回 
からだの仕組み１ 骨（頭部、上肢、下肢、関節、体幹）

骨格筋の構造 

事前学習 骨、骨格筋について調べて授業に臨む。 

事後学習 学習した骨、骨格筋を確認。 

第３回 からだの仕組み２ 脳、消化器、内分泌、神経の構造 
事前学習 消化器の役割を調べ授業に臨む。 

事後学習 脳、消化器、内分泌神経構造をまとめる。 

第４回 
運動と健康の関係性 

基本的生活習慣の重要性 

事前学習 
生活習慣の乱れは身体にどのような影響を

もたらすか調べて授業に臨む。 

事後学習 基本的生活習慣の重要性をまとめる。 

第５回 
嗜好品と健康 

（タバコ、アルコール、薬物） 

事前学習 
喫煙、飲酒、薬物に関する健康に及ぼす影響

について調べて授業に臨む。 

事後学習 他に健康を害するものがあるか調べる。 

第６回 
からだと栄養  

食物アレルギーとアナフラキシー 

事前学習 
三大栄養素、五大栄養素について調べて授業

に臨む。 

事後学習 身体に対する栄養素の働きをまとめる。 

第７回 
肥満とメタボリックシンドロームの予防 

ダイエット方法 

事前学習 肥満はなぜ身体に悪いか調べて授業に臨む。 

事後学習 
生活習慣病を予防するために自分で実践で

きることを考える。 



 

 

第８回 
体力の科学１ 

子どもの体力と発育・発達 

事前学習 
発育と発達の違いについて調べて授業に臨

む。 

事後学習 
発育と発達について身近な例をとって説明

できるようにする。 

第９回 

体力の科学２ 

青年期 壮年期 高齢者の体力（ロコモ、フレイル、サ

ルコペニア） 

事前学習 高齢者の特徴を調べてくる。 

事後学習 

高齢者が日常生活を送るための問題点をま

とめる。また、高齢者の向き不向き運動をま

とめる。 

第１０回 
体力の科学３ 

神経系の分類 自律神経系のはたらき ストレス 

事前学習 自律神経の働きを調べて授業に臨む。 

事後学習 
自分のストレッサーはないか考え、対処法を

実践してみる。 

第１１回 
スポーツと健康１ 

運動が身体に及ぼす効用 

事前学習 
歩くことが健康に良い理由を調べて授業に

臨む。 

事後学習 
運動の強度について身体に及ぼす影響につ

いてまとめる。 

第１２回 
スポーツと健康２ 

トレーニングの原理・原則 運動処方 

事前学習 
体力の概念と向上のためにトレーニング法

を調べて授業に臨む。 

事後学習 

トレーニングの原理・原則に基づいた健康維

持のための運動プログラムの作成方法をま

とめる。 

第１３回 
スポーツと健康３ 

疲労回復法 疲労しにくい体づくり クエン酸の効用 

事前学習 
疲労回復をするためのいろいろな方法を調

べて授業に臨む。 

事後学習 自分なりの疲労回復方法をまとめ実践する。 

第１４回 
救命救急法 

創傷・打撲に対する処置 心肺蘇生法 

事前学習 創傷ついて調べて授業に臨む。 

事後学習 様々な怪我の手当てについてまとめる。 

第１５回 
日常生活と健康 

日常生活を振り返り健康について考える 

事前学習 
健康とは何かこれまでの授業の振り返りを

まとめる 

事後学習 自分の健康観をまとめ、健康行動を実戦する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 

GEHL1301 

GEHL1112 

GEHL1101 ２．授業担当教員 山内 健次 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート：健康であるために今後どのようなスポーツ、運動を実践していきたいか 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しません（授業内で配布したプリントを使用します） 

【参考書】神戸大学大学院人間発達環境学研究科健康科学研究会編「基礎としての健康科学」大修館書店 

     茨城大学健康スポーツ教育専門部会編「健康スポーツの科学」大修館書店 

     出村慎一 監修「健康・スポーツ科学講義」杏林書院 

     黒川隆志 他「健康スポーツ科学」技法堂出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 
現代社会における健康に対しての問題点をしっかり理解し、自分自身の健康増進に役立てましょう。 

13．オフィスアワー 授業内でお知らせいたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（受講にあたっての服装や態度

と注意点、授業内容の確認、成績評価方法） 

現代社会と健康①（平均寿命と健康寿命 

少子化 老年化指数 

事前学習 日本の 2019年度国民医療費について調べてくる。 

事後学習 他の国の老年化指数を調べてみる。 

第２回 
現代社会と健康②（日本人の死亡原因 子

どもの死亡原因 

事前学習 近年の日本人の死亡三大要因について調べてくる。 

事後学習 30代、40代、それ以上の成人の死亡原因は何か調べてみる。 

第３回 

現代社会と健康③（（健康に対する定義 病

気の一次予防・二次予防・三次予防 健康

を作る社会づくり  国民健康づくり対

策 ） 

事前学習 健康とは何かについて考えてくる。 

事後学習 健康の維持増進のために自分にできることを実践する。 

第４回 からだと栄養 
事前学習 

自分自身の体脂肪量を確認してくる。自分の一日の消費カ

ロリー量を考えてくる。 

事後学習 食品に含まれる栄養素をまとめる。 

第５回 生活習慣と健康① 食事バランスガイド 
事前学習 身近な食品のカロリー量を調べる。 

事後学習 自身の食事の摂り方について見直す。 

第６回 
生活習慣と健康② 健康づくりのための身

体活動基準 2013 健康づくりのための睡眠

事前学習 自分の一日の身体活動を書き留めておく。 

事後学習 身体活動量が増す生活を実践する。 



 

 

指針 2014）） 

第７回 
生活習慣と健康③ 飲酒・喫煙がからだに

及ぼす影響 

事前学習 日本人の喫煙率を調べてくる。 

事後学習 
飲酒・喫煙以外の嗜好品によって、健康を害するものがあ

るのか調べてみる。 

第８回 
メタボリック症候群と生活習慣病① 高血

圧 脂質異常症 

事前学習 
生活習慣病を予防するには、どのように生活を送ればよい

のか考えてくる。 

事後学習 
生活習慣病を予防するために、自分で実践できることを決

める。 

第９回 
メタボリック症候群と生活習慣病② 心疾

患 脳血管疾患 

事前学習 生活習慣病の罹患率を調べてくる。 

事後学習 自分の生活習慣で修正する点をまとめる。 

第１０回 

メタボリック症候群と生活習慣病③ 糖尿

病 生活慣病と運動の関係 健康診断書の

数値の読み方） 

事前学習 自分自身の健康診断結果について確認してくる。 

事後学習 何か生涯スポーツとして活動できるものを考える。 

第１１回 

体力の科学①（生活変化に伴う体力の衰え

体力の定義 体力の分類 発育と発達 子

どもの体力） 

事前学習 自分自身の体力測定結果を確認してくる。 

事後学習 子どもの発育発達に応じた運動をまとめる。 

第１２回 
体力の科学②（青年期 壮年期 高齢者の

体力 ロコモティブシンドローム） 

事前学習 高齢者が日常生活を送る上での、問題点を考えてくる。 

事後学習 高齢者に優しい社会づくりを実践する。 

第１３回 
身体（からだ）のしくみ①（骨＝頭部・体

幹・上肢・下肢 関節 歯） 

事前学習 おおまかなからだのしくみについて調べてくる。 

事後学習 学習した骨の名称を自分の身体で確認する。 

第１４回 

身体（からだ）のしくみを知る②（筋肉の

種類と構造 神経系の分類 自律神経系の

はたらき ストレスと自律神経 ストレス

の対処法）） 

事前学習 自分自身のストレッサーは何か考えてくる。 

事後学習 学習したストレス対処法を実践してみる。 

第１５回 

救急手当（心肺蘇生法 気道内異物除去）

と応急手当（創裂刺傷 骨折・捻挫の固定

法 熱傷 鼻血等）の実際 

事前学習 これまで習ってきた心肺蘇生法について復習してくる。 

事後学習 傷の手当てや熱傷の手当てなどを復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康管理学（健康相談活動を含む） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2345 

SCMP2345 

SBMP2345 

SPMP2345 
２．授業担当教員 清水 信好 

４．授業形態 講義、演習、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 健康は、人がより豊かで充実した人生を過ごすという目的を達成するための手段であるという観点から、 

自分の視点や考え方を盛り込んだ健康観を確立することをねらい、健康とは何かを理解し、健康増進のため

の生活習慣の知識および実践方法を学習する。また人間の健康を保持増進するための社会や環境はどうある

べきかなど社会や環境と健康とのかかわりについて理解し習得する。 

 身体の構造や仕組みについても併行して理解する。 

８．学習目標 

１、健康の捉え方、健康観を確立することができるようになる。 

２、生活習慣と健康との関係性を理解し、健康行動に結びつける意識を高めることができるようになる。 

３、健康阻害要因の排除と健康行動の実践を日常生活に導入できる動機づけとすることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「生活習慣が健康に及ぼす影響、健康行動」、「疾病の予防」、「健康管理の具体的進め方」などについて

のレポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】木村庸一 他著『学生のための健康管理学』南山堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．健康の捉え方、健康観を確立することができたか。 

２．生活習慣と健康との関係性を理解し、健康行動に結びつける意識を高めることができたか。 

３．健康阻害要因の排除と健康行動の実践を日常生活に導入できる動機づけとすることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度･････････････70％ 

発表(グループワーク等)･････10％ 

課題レポート（提出物）･････20％ 

            計 100％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．本授業を通じて自ら健康行動を実践するようにしてください。 

２．講義だけでなくグループワークを行います。ディスカッションに真剣に臨んでください。 

３．欠席、遅刻はしないこと。成績評価に大きく反映させます。 

４．居眠り、私語、明らかな不適切授業態度には厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

健康行動、不健康行動 

事前学習 
大学生になってからの自分の日常生活の実状を客観的に

把握して臨む。 

事後学習 

健康という観点から自分の日常生活をどのように評価す

るか、問題点改善点を考えたうえ専用用紙に記述し提出

する。 

第２回 

健康の概念 

 図表から健康を考える 

 健康の定義   

事前学習 
健康とは何か自分流に考えたうえでテキスト pp.2～3、

を読んで臨む。 

事後学習 
講義内容およびグループワークを通じて自分の健康観と

健康の重要性を理解しまとめる。 

第３回 
健康観（１） 

江戸時代 （養生訓） 

事前学習 
事前に配付されたプリント（養生訓概要）を熟読して授

業に臨む。 

事後学習 
プリントおよび講義、視聴覚内容から養生訓について感ず

るところを専用用紙にまとめ提出する。 

第４回 

健康観（２） 

明治   昭和（戦後）  平成 

最近の健康観 

事前学習 
親や祖父母の時代の生活環境、食事情について情報を入

手して授業に臨む。 

事後学習 歴史背景と健康観についてノートに整理する。 

第５回 

健康づくりのための施策（１） 

 国民健康づくり運動 

 健康増進対策の沿革 

事前学習 
国が進める健康増進等の政策にはどのようなものがある

か、概要を把握して授業に臨む。 

事後学習 

実施されてきた健康づくり運動の概要を理解し、自分が

実践できているかのチェックと目標値に向けた行動変容

が起こす動機づけとする。 

第６回 
健康づくりのための政策（２） 

健康日本 21（第 2次） 

事前学習 
健康日本 21 と健康日本 21（第 2 次）の違いについて理

解してくる。 

事後学習 
講義内容、資料から現在の我が国の健康づくり対策の考

え方、内容等をまとめる。 

第７回 
職場における健康づくり（１） 

職場における傷害、疾病等の実情 

事前学習 
テキストの職場における健康管理および図表を理解して

くる。 

事後学習 
職場における健康障害を体系的に分類し、概要をノート

にまとめる。 



 

 

第８回 
職場における健康づくり（２） 

腰痛①  

事前学習 
腰痛発生の原因について事前学習し、基礎知識を持って

授業に臨む。 

事後学習 
腰痛とは何か、職場で起こりやすい具体的腰痛、種類、

原因、予防法についてまとめる。 

第９回 

職場における健康づくり（３） 

 腰痛② 

  職場における腰痛予防指針 

  KWテストの実施 

事前学習 「職場における腰痛予防指針」を理解して授業に臨む。 

事後学習 
腰痛予防の重要性を認識し、腰痛予備軍としての目安と

なる体力テストを実施し、現有体力を体感する。 

第１０回 

職場における健康管理対策 

KW テストの評価 

業務上疾病、受療状況から考える管理対策 

事前学習 今までの授業内容を十分理解したうえで授業に臨む。 

事後学習 
受講学生全体評価と個別評価を受容し、健康行動への動

機づけとする。 

第１１回 

中高齢者の健康管理（１） 

       飲酒 

       喫煙 

事前学習 飲酒及び喫煙の害について調べてくる。 

事後学習 
他者へ及ぼす影響について理解し、特に非喫煙教育の重

要性を認識する。 

第１２回 
中高年者の健康管理（２） 

        高血圧 

事前学習 高血圧の概念、血圧のメカニズムについて理解する。 

事後学習 
運動、食事、休養と血圧の関係を理解し健康行動の実践

の重要性を認識する。 

第１３回 
中高年者の健康管理（３） 

       糖尿病 

事前学習 
糖尿病の発生原因およびメカニズムについて概要を把握

しておく。 

事後学習 

糖尿病を始め、疾病の多くが日常生活習慣に原因がある

ことを深く理解し、日常生活処方の指導的立場になるこ

とを認識する。 

第１４回 
中高年の健康管理（４） 

        ストレス 

事前学習 
事前に配布されたプリントを熟読し、ストレスとは何か

について考えてくる。 

事後学習 
ストレスコーピングについて、より専門的に学習するき

っかけとする。 

第１５回 健康相談活動と健康教育 

事前学習 
望ましい成人の日常生活行動とは何か。また、健康相談

のポイントを学習して臨む。 

事後学習 

健康教育および健康相談の専門性を認識し、そのための

学習意欲を高め、共に健康に関する知識の拡大と健康行

動の実践の動機づけとする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 権利擁護と成年後見 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3101 

SCMP3101 

SBMP3301 

SPMP3301 

PSMP3401 

２．授業担当教員 上野 義光 

４．授業形態 講義・討議 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

１ 権利擁護の基本的な考え方・成年後見制度の概要・成年後見人の活動の実際について、実務の動向も含
めて学ぶとともに、成年後見制度と関わりのある諸制度や専門職の役割について学ぶ。 

２ 権利擁護・成年後見制度の理解の前提となる憲法と民法の基本的な考え方を学ぶ。 

８．学習目標 

１ 権利擁護相談援助と日本国憲法、民法、行政法とのかかわりを理解、習得し、説明できる。 

２ 成年後見制度の概要及び成年後見人等の役割、実務について理解、習得し、説明できる。 
３ 日常生活自立支援事業の概要と成年後見制度との連携について理解し、説明できる。 
４ 成年後見活動の実際及び権利擁護活動の実際について考察し、理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート設題：「成年後見制度と日常生活自立支援事業についておよびその両制度の違いについて」 

3000字程度にまとめて、12月中旬までに提出。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 第19巻 権利擁護と成年後見制度』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業を通じて、権利擁護の基本的な考え方、成年後見制度の概要、成年後見人の活動等を理解し、説明

できるようになっているか。 

２．レポート課題を通じて、授業で学んだ知識を活用して、説明できるようになっているか。 

３．期末試験を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の４０％ 

２．レポート              総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 日常生活に何らかの援助を必要とする人々に接することが多い専門職として、鋭い人権感覚を身に付けて

おくことは大切です。年々、成年後見制度や日常生活自立支援事業の需要が増加しており、援助の専門職と

して法制度と実際の知識が必要です。法律は難解な用語が多いので分りやすく説明します。 

授業中の私語、携帯電話の使用は禁止します。学生としてのマナーを守ってください。 

13．オフィスアワー 休憩時間に相談に応じる（4号館 2階非常勤講師室）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、相談援助活動にお

いて想定される法律問題 

事前学習 教科書第 1章第 1節（pp.2~6）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
相談援助活動における法律問題について、その内容をまとめ

る。 

第２回 

日本国憲法（近代憲法の基本原理、憲法

上の権利と基本的人権、自由権と社会

権）の理解 

事前学習 
教科書第 1 章第 2 節（pp.7~16）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
特に基本的人権、社会権に関する理解を深め、その内容をまと

める。 

第３回 
日本国憲法（外国人と法人の人権、統治

機構、地方自治、財政の原理等）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 2節（pp.16~27）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 統治機構、地方自治、財政について、その内容をまとめる。 

第４回 

行政法（行政法とは何か、行政行為、行

政事件訴訟、行政不服申立制度、国家賠

償法等）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 3節（pp.28~47）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
行政行為、行政事件訴訟、行政不服申立制度、国家賠償法につ

いて、その内容をまとめる。 

第５回 
民法（総則・自己決定と代理、物権と債

権、契約と消費者保護）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 4節（pp.48~62）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
民法総則、物権と債権、契約と消費者保護についての理解を深

め、その内容をまとめる。 

第６回 
民法（不法行為と損害賠償、親族法、相

続法）の理解 

事前学習 教科書第 1章（pp.62~78）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
不法行為と損害賠償、親族法、相続法について、その内容をま

とめる。 

第７回 
成年後見制度（成年後見・保佐・補助の

概要、申立の流れ）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.82~106）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 成年後見制度について理解し、その内容をまとめる。 

第８回 

成年後見制度（任意後見制度、成年後見

人等の義務と責任、成年後見制度の動

向）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.107~127）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
任意後見制度、成年後見人等の義務と責任について理解し、そ

の内容をまとめる。 

第９回 

日常生活自立支援事業（日常生活自立支

援事業の概要、日常生活自立支援事業と

成年後見制度との連携）について 

事前学習 教科書第 3章（pp.130~138）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
日常生活自立支援事業について理解を深め、その内容をまとめ

る。 



 

 

第１０回 

成年後見制度利用支援事業（成年後見制

度利用支援事業の概要、その他の財政支

援の活用）について 

事前学習 教科書第 4章（pp.140~145）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 成年後見制度利用支援事業について、その内容をまとめる。 

第１１回 
権利擁護にかかわる組織・団体（家庭裁

判所・法務局・市町村の役割）について 

事前学習 教科書第 5章（pp.148~161）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
特に家庭裁判所,法務局の役割について理解を深め、その内容

をまとめる。 

第１２回 
権利擁護にかかわる組織・団体（社会福

祉協議会・児童相談所の役割）について 

事前学習 教科書第 5章（pp.162~171）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
社会福祉協議会と児童相談所の役割について、その内容をまと

める。 

第１３回 

権利擁護にかかわる専門職（弁護士・司

法書士・公証人・医師の役割等）につい

て 

事前学習 教科書第 6章（pp.174~196）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 弁護士・司法書士等の役割について、その内容をまとめる。 

第１４回 成年後見活動の実際（事例検討） 
事前学習 教科書第 7章（pp.198～214）を吟味し、その要点をまとめる。 

事後学習 グループで検討したことを、もう一度振り返ってみる。 

第１５回 権利擁護活動の実際（事例検討） 
事前学習 教科書第 8章（pp.216~243）を吟味し、その要点をまとめる。 

事後学習 グループで検討したことを、もう一度振り返ってみる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公衆衛生 （2 単位） 

３．科目番号 

EDHE3314 

SSMP3335 

SCMP3335 ２．授業担当教員 石本 強 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表 ５．開講学期 春期/秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

公衆衛生は、健康上の問題を集団で捉えることにより、疾病の予防や健康増進のための組織的な対策や制

度を考える学問である。福祉や医療に携わる専門職には、必須の分野である。 

本科目では公衆衛生の概念や基本的な考え方、我が国が直面しているさまざまな健康問題（感染症、生活
習慣病など）の現状と課題を学び、疾病予防や健康増進のための公衆衛生活動について考察する。さらにこ

れからの保健・医療・福祉の方向性と互いの連携の在り方について、学生自身が考察できる力を身につける
ことができるようにする。 

８．学習目標 

１．公衆衛生の歴史と概念について説明できるようになる。 

２．保健統計の各指標について説明できるようになる。 

３．疫学の考え方について説明できるようになる。 

４．各健康問題（感染症、生活習慣病など）の現状に関心を持ち、課題の解決に対して意欲を持てるように

なる。 

５．専門職として理解しておくべき公衆衛生に関する知識や考え方を習得し応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各学生は、割り当てられた範囲について資料を調査後、グループでディスカッションし発表する。 

課題についてレポートを提出する。 

詳細は授業の中で説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】清水忠彦・南波正宗『わかりやすい公衆衛生学』ヌーベルヒロカワ、第４版 

【参考書】厚生統計協会編集・発行『国民衛生の動向 2018/2019年』。 

     鈴木庄亮・久道 茂監修『シンプル衛生公衆衛生学 2019』南江堂、2019。 

     澤口彰子他「人体のしくみとはたらき」朝倉書店、2015。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．保健統計・疫学などの用語や考え方を説明できるようになったか。 

２．身近な健康問題の現状に関心を持ち、自らの考えで対処できる力を身につけたか。 

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 

２．課題発表・期末試験など         総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

少子高齢化が世界で最も進んでいる日本において福祉や保健を志す人は社会の健康問題に常に敏感になる

ことが必要である。新聞などのメディアが報じるニュースをよくチェックし解決策を考えてみよう。あなた

が考える対策がこれからの日本の将来を決めるかもしれない。なお健康問題を考えるにあたって、人体の仕

組みについてもよく復習すること。 

[受講生に期待される学習態度] 

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

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

３．レポートの提出期限は厳守すること。 

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

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

３．授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用については厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

公衆衛生の概念、ウィンスロウの公衆衛生の定義 

国の責務、WHOの健康の定義、疾病構造の変化、予防の

概念 

事前学習 
教科書第 1章「公衆衛生学とは」を読んで 

おく 

事後学習 
公衆衛生の概念及び健康、予防について復習

する 

第２回 
ヘルスプロモーション、国際協力活動 

公衆衛生の歴史、感染症対策 

事前学習 
教科書第１章「公衆衛生学とは」を読んで 

おく 

事後学習 

ヘルスプロモーション、国際協力活動 

公衆衛生の歴史、感染症対策について復習す

る 

第３回 

疫学（疫学とは何か、疫学調査の手順と留意事項、選択

バイアス・情報バイアス・交絡バイアス、無作為化比較

試験（RCT）） 

事前学習 
教科書第２章「疫学的方法」を読んでおく 

 

事後学習 疫学について復習する。 

第４回 
人口問題、人口動態統計、 

健康状態、受療状況 

事前学習 教科書第３章「健康の指標」を読んでおく 

事後学習 
健康の指標について復習する。 

 

  



 

 

 

第５回 感染症とその予防（感染症の成立要因、感染症予防対策） 

事前学習 教科書第４章「感染症の予防」を読んでおく 

事後学習 
感染症について復習する 

 

第６回 

感染症とその予防についてのグループディスカッショ

ンと、発表 

 

事前学習 
教科書第４章「感染症の予防」を読んでおく 

 

事後学習 感染症とその予防について復習する 

第７回 

食品と健康（食中毒の原因（病原微生物・自然毒・化学

物質）と発生状況、予防対策について、食品の安全性を

確保するための法律について） 

事前学習 
教科書第５章「食品保健」を読んでおく 

 

事後学習 
食品と健康について復習しワークシートを

提出する 

第８回 

医療・介護の保障制度（わが国の医療保障の制度、公費

負担医療、医療保険制度のしくみ、国民皆保険制度、診

療報酬制度、国民医療費の現状、介護保険制度）、難病

対策（難病の概念） 

事前学習 
教科書第７章「医療・介護の保障制度」を読

んでおく 

事後学習 医療・介護の保障制度について復習する 

第９回 

母子保健（日本の母子保健の水準、乳児死亡率、周産期

死亡率、妊産婦死亡率、幼児死亡率、母子保健対策、健

康診査、母子健康手帳、保健指導と医療援護、母子保健

の課題と動向） 

事前学習 
教科書第９章「母子保健」を読んでおく 

 

事後学習 母子保健対策について復習する 

第１０回 
学校保健 

環境保健 

事前学習 
教科書第 10章、６章を読んでおく 

 

事後学習 
学校保健、環境保健について復習する。 

 

第１１回 
生活習慣病の概念と現状 

健康づくり、生活習慣改善と健康 

事前学習 教科書第 1１章「生活習慣病」を読んでおく 

事後学習 生活習慣病について復習する 

第１２回 
生活習慣病とその予防についてのグループディスカッ

ションと、発表 

事前学習 教科書第 1１章「生活習慣病」を読んでおく 

事後学習 生活習慣病対策について復習する 

第１３回 
難病対策 

精神保健 

事前学習 
教科書第 1２章「難病対策」１４章 精神保

健を読んでおく 

事後学習 生活習慣病、精神保健について復習する 

第１４回 
精神疾患とその予防、対策についてのグループディスカ

ッションと、発表 

事前学習 
教科書第 1２章「難病対策」１４章 精神保

健を読んでおく 

事後学習 精神疾患とその予防、対策について復習する 

第１５回 まとめ 

事前学習 

今まで学習したことを振り返り、日本の公衆

衛生にはどのような問題があるか考えてく

る。 

事後学習 
公衆衛生全体について学習したことをまと

める 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公的扶助論 （2単位） 

３．科目番号 

SBMP2106 

SPMP2106 

PSMP2406 ２．授業担当教員 本沢 一善 

４．授業形態 講義、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

我が国の社会保障制度の一部であり、生活を支えるうえでの「セーフティネット」ともいわれる公的扶助

に関する制度の基礎知識を体系的に学習する。具体的には、貧困や低所得階層の生活実態とこれを取り巻く
社会情勢、福祉需要とその実際などに着目しながら、公的扶助の考え方やその歴史について学習する。また、
我が国の公的扶助として中心的な役割を持つ生活保護制度について、その原理、原則、実施体制、制度運用

の現状と問題点、被保護者の権利及び義務、相談援助活動や自立支援の取り組みを学ぶとともに、低所得層
対策の考え方や具体的な制度について学習する。 

８．学習目標 

１ 現代における貧困・低所得者の問題について理解し、説明することができる。 

２ 社会保障制度における公的扶助の役割について理解し、説明することができる。 

３ 公的扶助制度の歴史について理解し、説明することができる。 

４ 生活保護制度と低所得者支援の制度について理解し、説明することができる。 

５ 生活保護の動向と課題について理解し、説明することができる。 

６ 生活保護制度・低所得者支援における相談援助活動について理解し、説明することができる。 

７ 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の試験問題（低所得者支援と生活保護制度）について、解ける力

を持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

数回、講義内容の中で重要なテーマにつき、1000字程度のレポートを課し、採点し返却する。 

事前・事後学習の提出についても採点・返却する。 

状況により、授業内容のなかから90分以上の項目を選び、グループ学習とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 第 16巻 低所得者に対する支援と生活保護制度（第 5版）』中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・生活保護制度、低所得者に対する制度の内容や、これらの制度をとりまく問題について理解できたか。 

・国家試験に対応できる知識を、身につけられたかどうか。 

○評定の方法 

授業への参加度 30% 

試験・レポート 70% 

12．受講生への 

メッセージ 

公的扶助に関する学習は、理念、原理、原則が重要であるとともに、最近では援助技術への理解が重視さ

れています。また、社会福祉士・精神保健福祉士の資格試験の科目でもあり、しっかり勉強しておきたい科

目の１つです。９０分、１５回では、効率的な学習が必要です。そこで、数人で協力し合って学習するグル

ープ学習の方法も採ります。この学習方法が成功する鍵はお互いに信頼できるような取り組みが必要です。

真摯で積極的な授業参加をお願いします。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の概要、授業の進め方）、貧

困・低所得の問題 

事前学習 
「第１章 第１節 Ｂ 公的扶助と社会保険」

を熟読し、原則 A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「第１章 第１節 Ｃ 公的扶助の範囲など、

第２節 公的扶助の意義など」を熟読し、A4

用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第２回 公的扶助の意義、公的扶助制度の役割 

事前学習 
「第２章 第１節 貧困・低所得」を熟読し、

A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「第２章 第２節 Ａ 絶対的貧困と相対的貧

困、Ｂ 社会的排除など」を熟読し、A4 用

紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第３回 公的扶助制度の歴史（１）海外の歴史 

事前学習 
「第３章 第１節 Ａ 救貧法、Ｂ 救貧施設と

金銭給付」を熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「第１節 Ｃ 救貧法の展開など、Ｄ 公的扶

助の誕生」を熟読し、A4用紙(裏)に手書で記

述し、提出する。 

第４回 公的扶助制度の歴史（２）日本の歴史と貧困などの対策 

事前学習 
「第２節 日本の歴史」を熟読し、A4用紙(表)

にまとめる。 

事後学習 
「第３節 貧困・低所得者対策の動向」を熟

読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第５回 
生活保護制度の仕組み（１）生活保護法の目的、原理、

原則 

事前学習 

「第４章 第１節 Ａ 生活保護法の目的、 

Ｂ 生活保護法の基本原理」を熟読し、A4用

紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「第１節 Ｃ 保護の原則」を熟読し、A4 用

紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第６回 生活保護制度の仕組み（２）保護の種類とその内容 事前学習 
「第２節 Ａ 生活扶助」を熟読し、A4 用紙

(表)にまとめる。 



 

 

事後学習 
「第２節 Ｄ 医療扶助、Ｅ 介護扶助」を熟

読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第７回 
生活保護制度の仕組み（３）権利、義務、不服申立、財

源、予算 

事前学習 
「第３節 保護施設」を熟読し、A4用紙(表)にま

とめる。 

事後学習 
「第５節 不服申立と訴訟」を熟読し、A4用

紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第８回 生活保護基準と最低生活保障水準 

事前学習 
「第５章 第２節 生活保護基準の考え方」を

熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「第３節 生活保護基準の実際」を熟読し、

A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第９回 生活保護に関する統計の動向 

事前学習 
「第６章 第１節 Ａ 被保護人員、Ｂ 被保護

世帯数」を熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「第２節 保護の開始・廃止の動向、第３節 

医療扶助・介護扶助の動向」を熟読し、A4

用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第１０回 低所得者対策（１）生活福祉資金 

事前学習 

「第７章 第１節 Ａ 世帯更生資金貸付制度

の制立など」を熟読し、A4用紙(表)にまとめ

る。 

事後学習 
「Ｂ 生活福祉資金貸付制度の概要」を熟読

し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第１１回 低所得者対策（２）公営住宅・ホームレス対策など 

事前学習 
「第３節 ホームレス対策」を熟読し、A4用

紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「第２節 Ｃ 児童手当、第４節 Ａ 公営住宅

制度」を熟読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、

提出する。 

第１２回 
生活保護の運営体制と関係組織（国・都道府県等）・専

門職（現業員等） 

事前学習 
「第８章 第１節 Ｄ 国の役割」を熟読し、

A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「第１節 Ｃ 地方分権一括法など、第２節 

福祉事務所の役割」を熟読し、A4 用紙(裏)

に手書で記述し、提出する。 

第１３回 
生活保護受給者・低所得者に対する相談援助活動、福祉

事務所の役割と連携 

事前学習 

「第９章 第１節 Ａ 生活保護における相談

援助活動の特徴」を熟読し、A4用紙(表)にま

とめる。 

事後学習 

「第１節 Ｂ 相談援助活動のプロセス、第３

節 他機関などとの連携等」を熟読し、A4

用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第１４回 自立支援プログラムの意義と実際 

事前学習 
「第１０章 第１節 自立とは」を熟読し、A4

用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「第２節 自立支援プログラムの位置づけ」

を熟読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出

する。 

第１５回 総合まとめ 

事前学習 

過去問をベースに 15題（項目は 75）の印刷

を前もって配布する。そこから 3題選び、内

容をまとめて提出する。 

事後学習 
国試の過去問をベースに、全体の理解を深め

る 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公的扶助論 （2単位） 

３．科目番号 SBMP2106 

２．授業担当教員 飯島 裕子 

４．授業形態 講義、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

我が国の社会保障制度の一部であり、生活を支えるうえでの「セーフティネット」ともいわれる公的扶助

に関する制度の基礎知識を体系的に学習する。具体的には、貧困や低所得階層の生活実態とこれを取り巻く
社会情勢、福祉需要とその実際などに着目しながら、公的扶助の考え方やその歴史について学習する。また、
我が国の公的扶助として中心的な役割を持つ生活保護制度について、その原理、原則、実施体制、制度運用

の現状と問題点、被保護者の権利及び義務、相談援助活動や自立支援の取り組みを学ぶとともに、低所得層
対策の考え方や具体的な制度について学習する。 

８．学習目標 

１ 現代における貧困・低所得者の問題について理解し、説明することができる。 

２ 社会保障制度における公的扶助の役割について理解し、説明することができる。 

３ 公的扶助制度の歴史について理解し、説明することができる。 

４ 生活保護制度と低所得者支援の制度について理解し、説明することができる。 

５ 生活保護の動向と課題について理解し、説明することができる。 

６ 生活保護制度・低所得者支援における相談援助活動について理解し、説明することができる。 

７ 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の試験問題（低所得者支援と生活保護制度）について、解ける力

を持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内（2回に1回程度）のミニテストを実施する。 

欠席すると成績評価に大きく響くため、必ず出席すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 第 16巻 低所得者に対する支援と生活保護制度（第 5版）』中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・生活保護制度、低所得者に対する制度の内容や、これらの制度をとりまく問題について理解できたか。 

・国家試験に対応できる知識を、身につけられたかどうか。 

○評定の方法 

授業への参加度 30% 

試験・レポート 70% 

12．受講生への 

メッセージ 

日本では子どもの７人に１人が貧困状態にあり、生活保護（＝公的扶助）受給者数は増加を続けています。

公的扶助制度について理解することは、現代日本を生きていく上で欠かせません。貧困の問題を“自分事”と

して考える積極的な姿勢が望まれます。なお、本科目は国家試験科目であり、社会福祉士・精神保健福祉士

を目指す人はしっかりした基礎知識を身につける必要があります。 

＜その他注意点＞私語は厳禁。携帯電話の操作もしないこと。授業が始まってからは、勝手に退室しないこ

と。退室には必ず許可をとること。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション、公的扶助とは何か 

＜教科書：１章＞ 

事前学習 
教科書に軽く目を通し、全体像を把握してお

くこと。 

事後学習 

授業概要について理解し、わからないことが

ないか確認しておくこと。復習を兼ねて教科

書１章を読んでおくこと。 

第２回 
貧困・社会的排除  

＜教科書：２章＞ 

事前学習 
教科書２章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
貧困と社会的排除について説明できるよう

にすること。 

第３回 
生活保護の動向  

＜教科書：６章＞ 

事前学習 
教科書６章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
生活保護の現況及び動向について説明でき

るようにすること。 

第４回 
生活保護制度とは何か（１）目的と原理、原則 

＜教科書：４章１節、２節＞ 

事前学習 
教科書４章１節、２節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
生活保護の目的、原理、原則についてしっか

り理解し、説明できるようにすること。 

第５回 
生活保護制度とは何か（２）種類と内容等  

＜教科書：４章３節、４節＞ 

事前学習 
教科書４章３節、４節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
生活保護の種類と内容についてしっかりし

っかり理解し、説明できるようにすること。 

第６回 
生活保護制度とは何か（３）被保護者の権利と義務等 

＜教科書：第４章５節～８節＞ 

事前学習 
教科書第４章５節～８節を読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
被保護者の権利と義務について説明できる

ようにすること。 



 

 

第７回 
生活保護制度とは何か（４）生活保護基準  

＜教科書：５章＞ 

事前学習 
教科書：５章を読み、分からない言葉は調べ

ておくこと。 

事後学習 
生活保護基準及び生活扶助基準額について

理解し、説明できるようにすること。 

第８回 中間のまとめ 

事前学習 
これまでの学習を振り返り、わからない点を

まとめておくこと。 

事後学習 
生活保護の仕組みについてしっかりと理解

し、説明できるようになっておくこと。 

第９回 
公的扶助制度の歴史  

＜教科書：３章＞ 

事前学習 
教科書３章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
公的扶助制度の歴史について説明できるよ

うにすること。 

第１０回 
低所得者対策の概要（１）生活困窮者自立支援法  

＜教科書：７章１節～３節＞ 

事前学習 
教科書７章１節～３節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
生活困窮者自立支援法について説明できる

ようにすること。 

第１１回 
低所得者対策の概要（２）ホームレス対策  

＜教科書：７章４節、５節＞ 

事前学習 
教科書７章４節、５節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
ホームレス問題について理解し、説明できる

ようにすること。 

第１２回 
生活保護の運営実施体制  

＜教科書：８章＞ 

事前学習 
教科書８章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
生活保護の運営実施体制についてしっかり

把握し、説明できるようにすること。 

第１３回 
低所得者に対する相談援助活動  

＜教科書：９章＞ 

事前学習 
教科書９章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
低所得者に対する相談援助活動について説

明できるようにすること。 

第１４回 
生活保護における自立支援とこれから  

＜教科書：１０章＞ 

事前学習 
教科書１０章を読み、分からない言葉は調べ

ておくこと。 

事後学習 
生活保護における自立について説明できる

ようにすること。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 
授業全体を通して不明な点、理解できていな

い点がないか確認しておく。 

事後学習 
期末テストに向け、これまで学習した内容を

しっかり復習すること。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
公的扶助論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2106 

SCMP2106 

SBMP2106 ２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

我が国の社会保障制度の一部であり、生活を支えるうえでの「セーフティネット」ともいわれる公的扶助

に関する制度の基礎知識を体系的に学習する。具体的には、貧困や低所得階層の生活実態とこれを取り巻く
社会情勢、福祉需要とその実際などに着目しながら、公的扶助の考え方やその歴史について学習する。ま
た、我が国の公的扶助として中心的な役割を持つ生活保護制度について、その原理、原則、実施体制、制度

運用の現状と問題点、被保護者の権利及び義務、相談援助活動や自立支援の取り組みを学ぶとともに、低所
得層対策の考え方や具体的な制度について学習する。 

８．学習目標 

１ 現代における貧困・低所得者の問題について理解し、説明することができる。 

２ 社会保障制度における公的扶助の役割について理解し、説明することができる。 

３ 公的扶助制度の歴史について理解し、説明することができる。 

４ 生活保護制度と低所得者支援の制度について理解し、説明することができる。 

５ 生活保護の動向と課題について理解し、説明することができる。 

６ 生活保護制度・低所得者支援における相談援助活動について理解し、説明することができる。 

７ 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の試験問題（低所得者支援と生活保護制度）について、解ける力

を持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポートの課題は以下のものを予定している。 
・貧困について 
・現在の生活保護制度が抱えている課題について 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 第 16 巻 低所得者に対する支援と生活保護制度（第 5 版）』中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・生活保護制度、低所得者に対する制度の内容や、これらの制度をとりまく問題について理解できたか。 

・国家試験に対応できる知識を、身につけられたかどうか。 

○評定の方法 

授業への参加度 30% 

試験・レポート 70% 

12．受講生への 

メッセージ 

新型コロナウィルスの影響でこれからの日本でも失業者や貧困者の数がかつてない規模で増えていくだろ
う。そのなか、貧困問題に対処するための仕組みである公的扶助について学ぶことの意義は大きい。政策立
案者という立場から公的扶助のあり方について吟味してもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 貧困とは何か 
（第 2章） 

事前学習 第 2章を読んでおくこと。 

事後学習 貧困の基準について考えること。 

第２回 公的扶助の概念と範囲 

事前学習 第 1章を読んでおくこと。 

事後学習 
公的扶助とは何かについて説明できるよう

にしておくこと。 

第３回 公的扶助の歴史 

事前学習 3章を読んでおくこと。 

事後学習 
日本の公的扶助制度がどのように変わって

きたのかを説明できるようにしておくこと。 

第４回 生活保護法の目的・原理・原則 

事前学習 第 4章 2節を読んでおくこと。 

事後学習 
生活保護制度の二つの目的について説明で

きるようにしておくこと。 

第５回 生活保護の種類と内容 

事前学習 第 4章 3節を読んでおくこと。 

事後学習 

生活扶助の第 1類費、第 2類費、加算のそれ

ぞれの機能について説明できるようにして

おくこと。 

第６回 被保護者の権利と義務・不服申し立て・財源 

事前学習 第 4章後半を読んでおくこと。 

事後学習 
被保護者の権利と義務について説明できる

ようにしておくこと。 

第７回 生活保護基準 

事前学習 第 5章を読んでおくこと。 

事後学習 
最低生活水準と生活保障について考えてい

くこと。 

第８回 生活保護の動向 

事前学習 第 6章を読んでおくこと。 

事後学習 
近年の生活保護の動向について説明できる

ようにしておくこと。 

第９回 
低所得者支援の制度① 
生活困窮者自立支援制度など 

事前学習 第 7章 1・2・5節を読んでおくこと。 

事後学習 
貸付の手順について説明できるようにして

おくこと。 

第１０回 
低所得者支援の制度② 
ホームレス支援 
 

事前学習 第 7章 4節を読んでおくこと。 

事後学習 ビデオを見て考えたことをまとめること。 



 

 

第１１回 生活保護の運営実施体制 

事前学習 第 8章を読んでおくこと。 

事後学習 
福祉事務所の役割について説明できるよう

にしておくこと。 

第１２回 貧困・低所得者に対する相談援助活動 

事前学習 第 9章を読んでおくこと。 

事後学習 
生活保護における相談援助のプロセスにつ

いて説明できるようにしておくこと。 

第１３回 生活保護における自立支援①就労自立 
事前学習 第 10章を読んでおくこと。 

事後学習 ビデオを見て考えたことをまとめること。 

第１４回 生活保護における自立支援②社会生活自立 
事前学習 前週のビデオの内容を振り返っておくこと。 

事後学習 ビデオを見て考えたことをまとめること。 

第１５回 まとめ 

事前学習 前週のビデオの内容を振り返っておくこと。 

事後学習 
生活保護における自立支援の意義について

説明できるようにしておくこと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 高齢者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1101 

SPMP1301 

PSMP1401 ２．授業担当教員 宮崎 栄二 

４．授業形態 講義、グループレポート作成と発表、ディスカッション、小テスト ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 人類の長年の願望だった長寿化社会の実現が先進国のみならず開発途上国でも見られる現象となった。

現在日本は、少子高齢化の影響で人口の減少と介護人材の不足が社会問題となっており、社会が健全に発

展するためには、少子・高齢社会の的確な現状の把握と問題の本質を理解し、ニーズに基づいた積極的な

対応が必要である。 

 本講義では、第１に、人口構造と世帯構成、高齢者の精神的・身体的状態、経済的状態など高齢者を取

り巻く環境について理解を深める。第２に、高齢者福祉の発展過程として高齢者福祉制度の萌芽から老人

福祉法、現在に至るまでの変化について検討する。第３に、支援が必要な虚弱高齢者、予防高齢者と要介

護高齢者の現状、公的サービスの現状と問題点などについて把握する。第４に、介護保険法に規定されて

いる介護に関連する介護予防と各種サービス、ケアマネジメント、終末期ケアなど諸事項に関する法律に

ついて、現状と問題点を検討する。最後に、要介護状態になっても住み慣れた地域や選好する場所で生活

し続けるためには、どのような政策や実践が必要であるかを地域で調査を実施し、社会に貢献できること

を目指す。 

８．学習目標 

1．人口学的特徴とライフサイクルの観点から高齢者の生活実態や世帯構成、経済的状況について理解を深

める。 

2．高齢者福祉制度の仕組み、発展過程と課題について理解を深め、今後実現可能な政策とは何かを調査す

る。 

3．公的介護保険制度の現状と問題点について把握し、要介護高齢者の介護ニーズに適切に対応するために

解決すべき課題を把握する。 

4．高齢者ニーズを満たす方法として、血縁関係のみならず地域ネットワークの在り方についても理解を深

め、高齢者が社会参加を積極的にするためには、どのような環境づくりが必要であるか、調べる。 

5．終末期ケアの在り方（人間観や倫理を含む）について理解し、高齢者が望む場所で最期を迎えるために、

必要な政策と地域ネットワークのありがたを理解する。 

6．介護保険制度の仕組みについて理解を深め、介護サービス事業所の現状と問題点を調査し、改善策を把

握する。 

7．相談援助活動において、要介護高齢者の人権を守るための成年後見制度など法制度の内容を理解し、成

年後見制度が普及しない理由や問題点を把握する。 

8．本科目は、国家試験科目であり、国家試験に通用するレベルまで実力アップを図ることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

・学生本人が居住している市町村を訪ねて、その市町村が発行している高齢者福祉、介護保険関連のパン

フレット、冊子等を収集し、その町独自のサービスなどを理解する。 

・同時に、それぞれの市町村の介護保険事業の実態（高齢者人口、要介護認定者数、施設利用者数等）を

調査する。 

・その他の課題は、授業の際に提示する。 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 

杉本敏夫・橋本有里子編、『学びを追及する高齢者福祉』保育出版社。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規。 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

1．高齢社会の理解と高齢者の特徴について理解されているのか 

2．高齢者と関連した法律や制度について理解されているか 

3．介護保険制度（財政やサービス等）について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・高齢者になることは、誰にも避けることが出来ないことです。高齢化が著しく進む日本で、高齢者福祉・

介護福祉は大変大きな、深刻な課題です。十分に学習し、理解しなければなりません。 

・介護保険制度は主要な柱です。興味を持って学習してください。 

・介護保険制度は変化が急です。国家試験に対応するために新たな情報にも注意して下さい。 

・授業内容は、基本的に教科書に沿って進めていくので、必ず予習してきて下さい。 

履修にあたっては次の事を最低限守ってください。 

①指定の教科書は授業の際、必ず持参すること 

②別途配布する資料は正しく整理して必ず保管しておくこと。 

③席は前から男女で座ること。 

④他の人が発言している時には、他の受講生は静かに傾聴すること。 

⑤授業中の私語や携帯電話の使用は禁止します。 



 

 

13．オフィスアワー 授業時間内に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 講義概要について説明 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 1 章 高齢者の生きがいと社会的参加につい

て、居場所を中心に理解する。 

事前学習 
教科書第 1 章 1 節を読み、高齢者の生きがいとは何

かについて調べる。 

事後学習 高齢者の社会参加への課題と対応策をまとめる。 

第２回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 2 章 1 節 高齢化の現状をとおして、少子高齢

社会と社会的問題、少子高齢社会の実態とその要

因、地域間格差について理解する。 

事前学習 
教科書第 2 章 1 節を読み、自分の住んでいる市町村

の高齢化実態の概略を調べる。 

事後学習 
一人暮らし高齢者や高齢者夫婦の実態をまとめる。

（練習問題） 

第３回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 3 章 日本の高齢者福祉の発展過程と諸外国の

高齢者福祉の発展過程を比較し違いを理解する。 

事前学習 
教科書第 3 章 1 節を読み、高齢者保健福祉制度の歩

みを、戦後の日本を中心に、概略を調べる。 

事後学習 
日本の平成年間に入っての、高齢者保健福祉制度理

念の変化についてまとめる。（練習問題） 

第４回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 4 章 高齢者の加齢に伴う身体的、心理的、社

会的変化に対する理解を深める。ライフサイクル・

コースについて理解する。 

事前学習 
教科書第 4 章 2 節を読み、高齢者の有訴者率と受療

率を調べる。 

事後学習 
ライフサイクルとライフコースについてまとめる。

（練習問題） 

第５回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 5 章 介護の概念、対象と、高齢者虐待につい

て、最近の動向を理解する。 

事前学習 教科書第 5章 1節を読み、介護の現状を調べる。 

事後学習 
高齢者虐待の現状を、「高齢社会白書」などを使って

まとめる。（練習問題） 

第６回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 6 章 認知症ケアを中心に、高齢者のケアを理

解する。 

事前学習 教科書第 6章 3節を読み、認知症について調べる。 

事後学習 
終末期ケアと高齢者の人権、家族の生活維持につい

てまとめる。（練習問題） 

第７回 
教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 7章 高齢者福祉に関わる法制度を理解する。 

事前学習 
教科書第 7 章 1 節を読み、老人福祉法成立の経緯に

ついて調べる。 

事後学習 
高齢者医療制度をめぐる動向と課題をまとめる。（練

習問題） 

第８回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 8 章 介護保険制度の全体像、制度成立の背景

について理解する。 

事前学習 
教科書第 8 章 1 節を読み、介護保険制度の概要を調

べる。 

事後学習 介護保険制度の今後の課題をまとめる。（練習問題） 

第９回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 9 章 介護保険制度における介護サービスにつ

いて理解する。 

事前学習 
教科書第 9 章 2 節を読み、介護保険居宅サービスの

概要を調べる。 

事後学習 

介護サービス実施における、介護サービス事業者、専

門職の連携（多職種連携）についてまとめる。（練習

問題） 

第１０回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 10章 介護保険 3施設を中心に、施設の役割と

他の専門機関を理解する。 

事前学習 
教科書第 10章 1節を読み、介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム）を調べる。 

事後学習 
地域包括支援センターについて、その役割や配置さ

れる専門職についてまとめる。（練習問題） 

第１１回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 11 章 高齢者福祉、介護保険制度における、

国、都道府県、市町村などの役割を理解する。 

事前学習 
教科書第 11 章 1 節を読み、介護保険制度における

国・都道府県の役割を調べる。 

事後学習 
介護保険制度における、市町村の役割をまとめる。

（練習問題） 

第１２回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 12 章 高齢者に対する相談援助の実際を理解

する。 

事前学習 
教科書第 12章 1節を読み、個別援助技術を念頭に、

高齢者の相談援助を、介護保険を中心に調べる。 

事後学習 

グループワークを念頭に、地域を活用した当事者グ

ループ結成などの事業について、メディアを利用し

てまとめる。（練習問題） 

第１３回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 13章 高齢者の住まい方について、自宅と老人

ホームなどを比較しながら理解する。 

事前学習 
教科書第 13章 1節を読み、有料老人ホームについて

調べる。 

事後学習 
サービス付高齢者住宅についてまとめる。（練習問

題） 

第１４回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 14 章 福祉用具と福祉住環境について理解す

る。 

事前学習 
教科書第 14 章 1 節を読み、福祉用具とは何か調べ

る。 

事後学習 
バリアフリー住宅について調べ、バリアが高齢者に

対しどの様な影響があるかまとめる。（練習問題） 

第１５回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 15章、高齢者支援の方法と実際について、介護

保険制度や介護の実際を通して理解する。（全体の

まとめ） 

事前学習 

教科書第 15章「事例研究 在宅福祉」を読み、要介

護・要支援高齢者が地域での生活を継続していくに

は、どう対応すればよいか調べる。 

事後学習 
介護保険制度について、自分の住んでいる市町村の

パンフレットなどで全体像を改めてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 高齢者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1101 

SCMP1301 

SBMP1301 ２．授業担当教員 村川 浩一 

４．授業形態 講義、グループレポート作成と発表、ディスカッション、小テスト ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

 人類の長年の願望だった長寿化社会の実現が先進国のみならず開発途上国でも見られる現象となった。現

在日本は、少子高齢化の影響で人口の減少と介護人材の不足が社会問題となっており、社会が健全に発展す

るためには、少子・高齢社会の的確な現状の把握と問題の本質を理解し、ニーズに基づいた積極的な対応が

必要である。 

 本講義では、第１に、人口構造と世帯構成、高齢者の精神的・身体的状態、経済的状態など高齢者を取り

巻く環境について理解を深める。第２に、高齢者福祉の発展過程として高齢者福祉制度の萌芽から老人福祉

法、現在に至るまでの変化について検討する。第３に、支援が必要な虚弱高齢者、予防高齢者と要介護高齢

者の現状、公的サービスの現状と問題点などについて把握する。第４に、介護保険法に規定されている介護

に関連する介護予防と各種サービス、ケアマネジメント、終末期ケアなど諸事項に関する法律について、現

状と問題点を検討する。最後に、要介護状態になっても住み慣れた地域や選好する場所で生活し続けるため

には、どのような政策や実践が必要であるかを地域で調査を実施し、社会に貢献できることを目指す。 

８．学習目標 

1．人口学的特徴とライフサイクルの観点から高齢者の生活実態や世帯構成、経済的状況について理解を深め

る。 

2．高齢者福祉制度の仕組み、発展過程と課題について理解を深め、今後実現可能な政策とは何かを調査する。 

3．公的介護保険制度の現状と問題点について把握し、要介護高齢者の介護ニーズに適切に対応するために解 

決すべき課題を把握する。 

4．高齢者ニーズを満たす方法として、血縁関係のみならず地域ネットワークの在り方についても理解を深め、

高齢者が社会参加を積極的にするためには、どのような環境づくりが必要であるか、調べる。 

5．終末期ケアの在り方（人間観や倫理を含む）について理解し、高齢者が望む場所で最期を迎えるために、

必要な政策と地域ネットワークのありがたを理解する。 

6．介護保険制度の仕組みについて理解を深め、介護サービス事業所の現状と問題点を調査し、改善策を把握

する。 

7．相談援助活動において、要介護高齢者の人権を守るための成年後見制度など法制度の内容を理解し、成年

後見制度が普及しない理由や問題点を把握する。 

8．本科目は、国家試験科目であり、国家試験に通用するレベルまで実力アップを図ることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.毎回の授業の最後に当日の講義内容の要点、意見メモを提出する。 

2.グループディスカッションは、討議内容をまとめ発表する。 
3.レポート課題「高齢者ケアの現状と課題」1000字程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

杉本敏夫・橋本有里子編、『学びを追及する高齢者福祉』保育出版社。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規。 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．高齢社会の理解と高齢者の特徴について理解されているのか 

2．高齢者と関連した法律や制度について理解されているか 

3．介護保険制度（財政やサービス等）について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・高齢者福祉とその課題を理解する上で多様な内容が含まれているが、講義に集中しノートを作り復習する
ことで、高齢者福祉の将来のあり方等に役立つ。意見や質問を遠慮せずに出して行こう。また、高齢者施
設等を見学するなど理解を深めていこう。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
なぜ高齢者福祉を学習するのか？ 
・ディスカッション（高齢者福祉への関心、動機づけ） 

事前学習 教科書用意、シラバス確認 

事後学習 講義資料等の復習（配付された資料による） 

第２回 
高齢者福祉の歴史（戦前～現代） 
・人口動向：少子高齢化、後期高齢者の増加、 
人口減少社会 

事前学習 前回資料の復習、シラバス確認 

事後学習 講義及び討議内容等の復習（人口動向ほか） 

第３回 
高齢者の法制度(1)老人福祉法 
   （VTR活用） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（老人福祉法等） 

  



 

 

第４回 
高齢者の法制度(2)老人保健法～高齢者医療確保法 
（予防、治療、リハビリテーション、高齢者の医療費） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（老人保健・高齢者医療法） 

第５回 
高齢者の法制度(3)介護保険法 
・要介護認定、ケアプラン（介護サービス計画）、 

保険料・利用料） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習介護保険法等 

第６回 
地域包括支援センター（DVD）と居宅介護支援事業所 

・ケアマネジャーの役割等を含む（VTR） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料の復習（地域包括支援センター等） 

第７回 
高齢者福祉サービス(1)施設サービス・特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）、養護老人ホームその他 VTR 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（施設ケア・施設サービス） 

第８回 
高齢者福祉サービス(2)在宅サービス・訪問介護、通所介護、
短期入所その他（DVD） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（在宅ケア・サービス 

第９回 
高齢者福祉サービス(3)福祉用具 
・福祉用具の貸与、購入（DVD） 
（関連）補装具／住宅改修 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（在宅ケア・福祉用具等） 

第１０回 
高齢者福祉サービス(4)認知症関係 
・認知症グループホーム（VTR）、認知症自立度判定基準 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（認知症ケア） 

第１１回 
認知症ケアの要点、 
・医療との関連、介護福祉士の役割 

＊ディスカッション「認知症ケアを考える」 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（認知症の医療と介護） 

第１２回 
高齢者虐待防止法、その他高齢者関係法 

・人権尊重、権利擁護（成年後見等） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（高齢者虐待防止法ほか） 

第１３回 
高齢者の健康づくり・生きがい 

・フレイル（Frail）の理解：予防の重要性 
・高齢者の多様な活動 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（健康づくり・介護予防） 

第１４回 
関連事項：アジア諸国における少子高齢化の動向について 
＊ディスカッション「高齢者福祉の今後」 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（配布プリントによる） 

第１５回 
総括講義―2025地域包括ケアシステムに向かって、 
高齢者福祉の課題と展望 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 
キイワードの確認・復習（地域包括ケアシス

テム） 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国語科指導法（書写を含む） （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP2391 

SJMP2291 

EDEL2311 ２．授業担当教員 小本 そのみ 

４．授業形態 講義 演習 グループ討議 発表 実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

国語科は全教科の基礎基本であり、中心的教科である。そのため、人間形成や社会力及び創造力の基礎と

なる国語科の指導者として必須の知識への理解と実践力の基礎を育てるのがねらいである。そこで本講義で
は、学習指導要領に示された「Ａ話すこと・聞くこと」領域、「Ｂ書くこと」領域、「Ｃ読むこと」領域に
基づき、各学年に応じた目標、内容及び指導法についての理解と実践力を育てるようにする。 

特に、指導法に関しては単なる理解ではなく、発表や討論、模擬授業等を通して指導技術の習得を図る。
また、教材や学習活動の開発創造を大切にする意欲的態度を育てる。 

８．学習目標 

1.小学校学習指導要領国語について概観し、目標や内容について説明できるようになる。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよう
になる。 

3.小学校の具体的な国語教材を基に、教材研究、指導案作成、模擬授業などを行い、小学校国語科の学習指

導の実際を体験的に身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○学習指導案の作成、修正加筆 

○模擬授業の準備 

○模擬授業の記録整理 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説国語編』東洋館出版。 

【参考書】 

文部科学省『【小学校版】言語活動の充実に関する指導事例集』教育出版。 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.小学校国語科の目標や内容について説明できるようになったか。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよう
になったか。 

3.小学校国語科の学習指導を行う上で必要な教材研究、指導案作成、授業実践等の知識・技能を体験的に身
に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業態度  ５０％ 

模擬授業等 ３０％ 

期末試験  ２０％ 

上記のほか、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

いろいろな教科や領域で言葉を通して教育が行われますが、国語科では、全ての教科の基盤となる言語の

教育を進めます。言葉への自覚を高め、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を、言語活動を通し

て育成しなければなりません。したがって、受講に当たっては、受講生自らが、言葉に対して鋭敏になって

言語感覚を磨こうとする真摯な態度、また、進んで情報を集め、思考力・判断力・表現力を駆使しながら子

どもの学びを助ける工夫・手立てを考えようとする積極的な姿勢を大切にして、本科目の言語活動に臨んで

ほしいと思います。 

座席は指定とします。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
国語科の目標（教科、学年）及び内容の構成につ
いて理解する。 

事前学習 
自分が受けた国語科教育について振り返り、まと
める。 

事後学習 
教科書を熟読し、国語科の目標及び内容について
理解を深める。 

第２回 学習指導案の作成の仕方を理解する。 

事前学習 
配付された学習指導案例を読み、どのような内容
が書かれているのかを考える。 

事後学習 
学習指導案を作成する手順や書くべき内容につ
いて整理し、理解する。 

第３回 
「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、言語
活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ａ話すこと・聞くこと」領域の
指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の
在り方について理解する。 

第４回 

「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
指定された教材を基に、一時間の学習目標と評価
を構想し、学習指導案を作成する。また、教材の
工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展開を構
想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、そ
のうちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構
想する。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第５回 
「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
第４回で作成した学習指導案を基に模擬授業を実
践し、検討(評価)する。 

事前学習 
作成した学習指導案を基に、授業実践を構想す
る。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案
の不足部分を補う。 

第６回 
「Ｂ書くこと」領域の指導について、具体的な教
材を基に、学年目標、指導事項、言語活動等の関
連を考え、単元の指導計画を構想する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｂ書くこと」領域の指導事項や
言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の
在り方について理解する。 



 

 

第７回 

「Ｂ書くこと」領域の指導について、指定された
教材を基に、一時間の学習目標と評価を構想し、
学習指導案を作成する。また、教材の工夫、情報
機器の活用等を踏まえた授業展開を構想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、そ
のうちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構
想する。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第８回 
「Ｂ書くこと」領域の指導について、第７回で作
成した学習指導案を基に模擬授業を実践し、検討
(評価)する。 

事前学習 
作成した学習指導案を基に、授業実践を構想す
る。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案
の不足部分を補う。 

第９回 

「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、
言語活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想
する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｃ読むこと」領域（説明的な文
章）の指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の
在り方について理解する。 

第１０回 

「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、指定された教材を基に、一時間の学習目標
と評価を構想し、学習指導案を作成する。また、
教材の工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展
開を構想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、そ
のうちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構
想する。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第１１回 
「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、第 10 回で作成した学習指導案を基に模擬
授業を実践し、検討(評価)する。 

事前学習 
作成した学習指導案を基に、授業実践を構想す
る。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案
の不足部分を補う。 

第１２回 

「Ｃ読むこと」領域（文学的な文章）の指導につ
いて、具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、
言語活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想
する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｃ読むこと」領域（文学的な文
章）の指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の
在り方について理解する。 

第１３回 

Ｃ読むこと領域（文学的な文章）の指導について、
指定された教材を基に、一時間の学習目標と評価
を構想し、学習指導案を作成する。また、教材の
工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展開を構
想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、そ
のうちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構
想する。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第１４回 
Ｃ読むこと領域（文学的な文章）の指導について、
第 13 回で作成した学習指導案を基に模擬授業を
実践し、検討(評価)する。 

事前学習 
作成した学習指導案を基に、授業実践を構想す
る。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案
の不足部分を補う。 

第１５回 

領域ごとに［知識及び技能］の内容と関連させた
指導の在り方について振り返り具体的な教材を基
に確認する。また、書写指導について、基本点画
を中心に指導の実際を学習し、実践意欲を高める。 

事前学習 
教科書を読み、［知識及び技能］の内容を確認す
る。 

事後学習 

具体的な教材を基に、［知識及び技能］の内容と
関連させた指導の方法を整理し、理解する。また、
硬筆、毛筆による書写を実践し、児童にとっての
難しさを理解した上で、指導の在り方を構想す
る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国語科指導法（書写を含む） （2単位） 

３．科目番号 EDEL2311 

２．授業担当教員 西田 太郎 

４．授業形態 講義 演習 グループ討議 発表 実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

国語科は全教科の基礎基本であり、中心的教科である。そのため、人間形成や社会力及び創造力の基礎と

なる国語科の指導者として必須の知識への理解と実践力の基礎を育てるのがねらいである。そこで本講義で
は、学習指導要領に示された「Ａ話すこと・聞くこと」領域、「Ｂ書くこと」領域、「Ｃ読むこと」領域に
基づき、各学年に応じた目標、内容及び指導法についての理解と実践力を育てるようにする。 

特に、指導法に関しては単なる理解ではなく、発表や討論、模擬授業等を通して指導技術の習得を図る。
また、教材や学習活動の開発創造を大切にする意欲的態度を育てる。 

８．学習目標 

1.小学校学習指導要領国語について概観し、目標や内容について説明できるようになる。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよう
になる。 

3.小学校の具体的な国語教材を基に、教材研究、指導案作成、模擬授業などを行い、小学校国語科の学習指

導の実際を体験的に身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポート課題 

 「小学校の国語科の教師は、子どもたちに①何を、②どのように指導すればよいのか」について、授業で

の学習内容を踏まえ、1200字程度でまとめる。このレポートの内容を踏まえた期末試験を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説国語編』東洋館出版 

【参考書】 

文部科学省『【小学校版】言語活動の充実に関する指導事例集』教育出版 

小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.小学校国語科の目標や内容について説明できるようになったか。 

2.各領域に関する指導事項を理解し、言語活動を通してそれらを指導していくことについて説明できるよう
になったか。  

3.小学校国語科の学習指導を行う上で必要な教材研究、指導案作成、授業実践等の知識・技能を体験的に身

に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業態度  ５０％ 

模擬授業等 ３０％ 

期末試験  ２０％ 

上記のほか、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

国語科の授業では、他の教科と比較して子どもに指導する内容が曖昧になりがちです。この科目では、子
どもたちに国語の力をつける授業とはどのようなものかを考え、どう指導すればよいのかを探ります。 

講義内では、学生同士の討議により理解を深め、模擬授業等により実践力を身に付けていきます。毎回の事

前学習を踏まえた積極的な授業参加により、力のある国語科教師を目指しましょう。 

13．オフィスアワー 授業内(初回授業)で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
国語科の目標（教科、学年）及び内容の構成につ
いて理解する。 

事前学習 
自分が受けた国語科教育について振り返り、まとめ
る。 

事後学習 
教科書を熟読し、国語科の目標及び内容について理
解を深める。 

第２回 学習指導案の作成の仕方を理解する。 
事前学習 

配付された学習指導案例を読み、どのような内容が
書かれているのかを考える。 

事後学習 
学習指導案を作成する手順や書くべき内容につい
て整理し、理解する。 

第３回 
「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、言語
活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指
導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第４回 

「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
指定された教材を基に、一時間の学習目標と評価
を構想し、学習指導案を作成する。また、教材の
工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展開を構
想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第５回 
「Ａ話すこと・聞くこと」領域の指導について、
第４回で作成した学習指導案を基に模擬授業を実
践し、検討(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第６回 
「Ｂ書くこと」領域の指導について、具体的な教
材を基に、学年目標、指導事項、言語活動等の関
連を考え、単元の指導計画を構想する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｂ書くこと」領域の指導事項や言
語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第７回 

「Ｂ書くこと」領域の指導について、指定された
教材を基に、一時間の学習目標と評価を構想し、
学習指導案を作成する。また、教材の工夫、情報
機器の活用等を踏まえた授業展開を構想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 



 

 

第８回 
「Ｂ書くこと」領域の指導について、第７回で作
成した学習指導案を基に模擬授業を実践し、検討
(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第９回 

「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、
言語活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想
する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）
の指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第１０回 

「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、指定された教材を基に、一時間の学習目標
と評価を構想し、学習指導案を作成する。また、
教材の工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展
開を構想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第１１回 
「Ｃ読むこと」領域（説明的な文章）の指導につ
いて、第 10 回で作成した学習指導案を基に模擬
授業を実践し、検討(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第１２回 

「Ｃ読むこと」領域（文学的な文章）の指導につ
いて、具体的な教材を基に、学年目標、指導事項、
言語活動等の関連を考え、単元の指導計画を構想
する。 

事前学習 
教科書を読み、「Ｃ読むこと」領域（文学的な文章）
の指導事項や言語活動例について知る。 

事後学習 
具体的な教材を基に、単元全体を見通した指導の在
り方について理解する。 

第１３回 

Ｃ読むこと領域（文学的な文章）の指導について、
指定された教材を基に、一時間の学習目標と評価
を構想し、学習指導案を作成する。また、教材の
工夫、情報機器の活用等を踏まえた授業展開を構
想する。 

事前学習 
指定された教材について、単元全体を見通し、その
うちの一時分の授業の展開（本時の展開）を構想す
る。 

事後学習 学習指導案（本時の展開）の作成方法を理解する。 

第１４回 
Ｃ読むこと領域（文学的な文章）の指導について、
第 13 回で作成した学習指導案を基に模擬授業を
実践し、検討(評価)する。 

事前学習 作成した学習指導案を基に、授業実践を構想する。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、自身で作成した学習指導案の
不足部分を補う。 

第１５回 

領域ごとに［知識及び技能］の内容と関連させた
指導の在り方について振り返り具体的な教材を基
に確認する。また、書写指導について、基本点画
を中心に指導の実際を学習し、実践意欲を高める。 

事前学習 教科書を読み、［知識及び技能］の内容を確認する。 

事後学習 

具体的な教材を基に、［知識及び技能］の内容と関
連させた指導の方法を整理し、理解する。また、硬
筆、毛筆による書写を実践し、児童にとっての難し
さを理解した上で、指導の在り方を構想する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会と日本 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1334 

２．授業担当教員 宮田 繁幸 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、グループプレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

「グローバル化」という言葉を頻繁に耳にするようになりましたが、それは一体何を意味するのでしょ
うか。 この授業では、国際社会の状況に関する事例を使用教材（教科書、随筆記事、映像等）を適宜用い

て紹介し、それを基にグループ討議を行い、「グローバル化」が世界の人々に及ぼしている影響を多角的に
学び、理解を深めます。また、学期を通 して、世界各地で起こっている出来事と日本との関わりについて
も考察を深めていきます。 

８．学習目標 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

○ほぼ毎回、課題を設定し、提出を求める。 

○期末レポートとして「国際社会の一員として考えること」というタイトルのレポートを作成する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

山本富美子編著『留学生・日本人学生のための一般教養書 国境を越えて［本文編］改訂版』新曜社、2007。 

【参考資料】適宜授業で配布する 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～３についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（ディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、試験・レポートから評価する。（40％） 

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習は行うこと。 

2．授業で扱ったすべてのプリント類はいつでも参照できるようまとめ、期末までなくさないこと。 

3. スマートフォン・携帯電話の電源を切り授業に臨むこと。 

4. 授業中の私語は決してしないこと。 

5. 不明な点は、授業中または授業後に教員に質問すること。 

6. 授業に際しては、どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 教科書全体に目を通しておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第２回 国際社会における人口動態（第２課） 

事前学習 
教科書第 2 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第３回 
国際社会における人口動態に関するグループディスカ

ッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第４回 戦後の社会構造の変容の国際比較（第３課） 

事前学習 
教科書第 3 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第５回 
戦後の社会構造の変容の国際比較に関するグループデ

ィスカッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第６回 戦後の経済構造の変容の国際比較（第４課） 

事前学習 
教科書第 4 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第７回 
戦後の経済構造の変容の国際比較に関するグループデ

ィスカッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第８回 グローバル化と開発の功罪（第５課） 事前学習 教科書第 5 課を読み、不明な用語・疑問点等



 

 

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第９回 
グローバル化と開発の功罪に関するグループディスカ

ッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１０回 地球規模の環境問題と対策（第６課） 

事前学習 
教科書第 6 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１１回 
地球規模の環境問題と対策に関するグループディスカ

ッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１２回 グローバル化時代の課題（第９課） 

事前学習 
教科書第 9 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１３回 

グローバル化時代の課題に関するグループディスカッ

ションとスピーチ 

 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１４回 国際社会におけるＳＤＧSの課題（オリジナルテーマ） 

事前学習 
ＳＤＧS とは何か、ネット等で情報収集をし

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１５回 
ＳＤＧS に関するグループディスカッションとスピー

チ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会と日本 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1334 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、グループプレゼンテーシ
ョン 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

「グローバル化」という言葉を頻繁に耳にするようになりましたが、それは一体何を意味するのでしょ
うか。 この授業では、国際社会の状況に関する事例を使用教材（教科書、随筆記事、映像等）を適宜用い
て紹介し、それを基にグループ討議を行い、「グローバル化」が世界の人々に及ぼしている影響を多角的に

学び、理解を深めます。また、学期を通 して、世界各地で起こっている出来事と日本との関わりについて
も考察を深めていきます。 

８．学習目標 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

毎週、一つのグループにアクティビティとディスカッション・リーダーとしての役割が課せられ、その準
備状況と完成度は課題の一部として評価される。グループ内での役割と具体的な活動と積極的参加は特に 

全体的評価の中で高い比重を占める。 

10．教科書・参考
書・ 

教材 

【教科書】石山哲也・加藤博章・渋谷淳一・宮城佑輔・若狭清紀著『改めて学ぶ日本と世界の現在地』千倉
書房、2019。 

【参考書】指定は特にない。毎授業、適宜必要な資料を配布する。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～３についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（ディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、試験・レポートから評価する。（40％） 

12．受講生への 

メッセージ 

1. シラバスを熟読し、講義の学習目標、成績評価等についてよく把握しておくこと。 

2. iphone, smartphone, 携帯電話,その他通信機能のあるノートパソコンやタブレットの電源は切り、かば

んの中にしまうこと。 

3. 本学規定により、3/4（4 回）以上欠席すると単位の修得が認められないので留意しておくこと（遅延に
ついては、遅延証明書を当日又は次回講義までに担当教員に提出すること。遅延の累計回数が多い場合、

遅延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

4. 成績総合評価の内、授業での積極的参加は比重が大きいので、分からないことは積極的に質問し、ディ
スカッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

5. 不正行為への対応等について、本学は、「東京福祉大学・短期大学部 研究活動における不正行為への対
応等に関する規程」を平成 26 年 12 月 4 日に制定しています。詳しくは、本学ホームページの大学紹介・
研究活動のところを参照してください。文部科学省のガイドラインでは、「学生に対する研究倫理教育」を

行うことが要請されているので、皆さんは、大学で自分の学習成果をレポートにしたり発表したりしてい
くうえでの倫理、つまり、守らなければならない事があります。不正行為としては、１．捏造(ねつぞう)、
２．改ざん、３．盗用があります。不正行為については、適宜、処置がなされるので、これらについて十分

に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 本講義のねらいと目的について 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマや内容について把握してお

く。 

事後学習 
シラバスをよく読み、不明な点は次の授業で質問するよう

備えておく。 

第２回 第 3 章 グローバル化と文化・文化遺産 

事前学習 
教科書 28~40 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
授業中のアクティビティと議論を顧み、各自、講義から得

たことをまとめる。 

第３回 第 5 章 グローバル化と移民 
事前学習 

教科書 54~65 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 日本社会と移民受け入れについて分かったことを顧みる。 

第４回 第 6章 グローバル化と難民 
事前学習 

教科書 66~77 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 日本の難民受け入れ政策について各自調べる。 

第５回 第 7 章 グローバル化と宗教 

事前学習 
教科書 78~89 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
授業中のメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分か

らないことを、ノートにまとめる。 

  



 

 

第６回 第 8章 グローバル化と環境 

事前学習 
教科書 90~101 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
日常生活で。私達が自然との共生のため取り組けることは

何か、考える。 

第７回 第 9章 グローバル化とジェンダー 

事前学習 
教科書 102~114 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
ジェンダーについての自らの認識がどのように変化したか

顧みる。 

第８回 第 11 章 日本の貧困問題 

事前学習 
教科書 130~142 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
授業中のアクティビティと議論を顧み、各自、自国では、

貧困問題についてどのような傾向があるか調べる。 

第９回 第 15 章 国際社会における日本語教育 
事前学習 

教科書 180~191 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 現時点での日本語教育の課題は何か各自考えを巡らせる。 

第１０回 第 16 章 日本における留学生教育 

事前学習 
教科書 192~203 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
授業中のアクティビティと議論を顧み、各自、講義から得

たことをまとめる。 

第１１回 第 17 章 国際化する日本の就職 

事前学習 
教科書 24~216 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
今後益々国際化する日本の職場での課題、個人の取り組み

について考える。 

第１２回 第 18 章 日本在留外国人と言語 

事前学習 
教科書 218~230 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
授業中のアクティビティと議論を顧み、各自、講義から得

たことをまとめる。 

第１３回 第 19 章 多文化共生と社会 

事前学習 
教科書 232~243 ページを読んでおく。発表担当のグループ

は、発表準備をする。 

事後学習 
今後、多様化する日本社会での課題について考えを巡らせ

る。 

第１４回 発表テーマについての意見交換 
事前学習 

授業から学んだ知識や得た経験を顧み、今後教育者として

どのように生かすか思慮する。 

事後学習 議論から学んだことを自分なりにまとめる。 

第１５回 

総括 

グローバル化の進行する現代の異文化

コミュニケーションの現状・課題・意義

と異文化理解に必要な要因について教

科書の既習内容に留意しながら総括す

る。 

事前学習 
既習内容について総復習し、不明な点がないか確認してお

く。 

事後学習 

発表について、クラスメートから出されたコメントを基に、

発表スキルや内容について良かった点を確認し、また今後

どのように進歩していけるか自分なりに考えをまとめる。 

  

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会理解研究Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EIIE4102 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 講義、議論、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
国際教育コース4年次必修科目 

７．講義概要 

４年次前期に提供された「国際社会理解研究 I」では、グローバル化が進む中、教育の在り方について模索

しました。本授業では、「国際社会をよりよく理解するための教育の在り方」について更に追及し、各自、

将来の進路や希望に合わせて、国際社会理解と教育に関するテーマを決定し、プロジェクトとして探求し

ます。プロジェクトの例としては、社会調査法を使った研究調査、教材開発、国際理解をテーマとした授

業計画の作成、などが考えられます。どのようなテーマを選ぶにしろ、プロジェクトを行うことにより、

国際社会と教育について、自発的に問題を見出し、探求能力を高め、解決策を提案し、実行する力を育む

ことを目的とします。   

８．学習目標 

１．国際社会について理解を深めるため、教育の役割についてテーマを選ぶ。 

２．プロジェクトとおして、国際社会問題について、発見、探求、提案ができる。  

３．教育者として今回選んだプロジェクトの意義について、他者に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各自選んだ実地調査（フィールドワーク）、研究計画書に基づいて行われた研究発表 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】住原則也（他）著『異文化の学びかた・描き方』世界思想社、2011。 

【参考書】随時、参考資料を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

以下の点が達成されたかを基準とし、評価される。 

１．国際社会について理解を深めるため、教育の役割についてテーマを選ぶことができるようになったか。 

２．プロジェクトとおして、国際社会問題について、発見、分析、提案ができるようになったか。 

３．教育者として今回選んだプロジェクトの意義について、他者に説明できるか。 

○評定方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加意欲・態度 総合点の 20％ 

２ 提出課題 総合点の 50％ 

３ プロジェクト 総合点の 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1. シラバスを熟読し、講義の学習目標、成績評価等についてよく把握しておくこと。 

2. iphone, smartphone, 携帯電話,その他通信機能のあるノートパソコンやタブレットの電源は切り、か

ば 

んの中にしまうこと。 

3. 本学規定により、3/4（4 回）以上欠席すると単位の修得が認められないので留意しておくこと（遅延

については、遅延証明書を当日又は次回講義までに担当教員に提出すること。遅延の累計回数が多い場合、

遅延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

4. 成績総合評価の内、授業での積極的参加は比重が大きいので、分からないことは積極的に質問し、ディ

ス 

カッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

5. 不正行為への対応等について、本学は、「東京福祉大学・短期大学部 研究活動における不正行為への

対 

応等に関する規程」を平成 26年 12 月 4日に制定しています。詳しくは、本学ホームページの大学紹介・

研究活動のところを参照してください。文部科学省のガイドラインでは、「学生に対する研究倫理教育」を

行うことが要請されているので、皆さんは、大学で自分の学習成果をレポートにしたり発表したりしてい

くうえでの倫理、つまり、守らなければならない事があります。不正行為としては、１．捏造(ねつぞう)、

２．改ざん、３．盗用があります。不正行為については、適宜、処置がなされるので、これらについて十

分に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 教育を通しての国際理解と研究プロジェクト 
事前学習 

各自、国際社会理解研究 I の授業で作成した

研究計画書を見直し、改善点があれば授業で

共有できる準備をしておく。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第２回 教育現場での異文化理解・国際理解 
事前学習 

教科書『異文化の学びかた・描き方』pp.1~22

を読み、昨年の授業の内容と照らし合わしな

がら「国際社会理解」「異文化理解」を教育現

場における実例を見ながら考える。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第３回 教育における異文化・国際理解のための視点 事前学習 
教科書『異文化の学びかた・描き方』pp.23~48

を読み、昨年の授業の内容と照らし合わしな



 

 

がら「国際社会理解」「異文化理解」を教育現

場における実例を見ながら考える。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第４回 研究倫理審査申請の流れについて 
事前学習 

配布された資料に目を通し、研究倫理審査申

請の流れについて大まかな流れを把握して

おく。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第５回 フィールドワーク: 調査スケジュール 
事前学習 

教科書『異文化の学びかた・描き方』

pp.113~134 を読み、調査スケジュールにつ

いて確認する。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第６回 フィールドワーク: 現地での注意点 
事前学習 

教科書『異文化の学びかた・描き方』

pp.135~149 を読み、現地での注意点につい

て確認する。 

事後学習 研究計画書の見直し・加筆・修正 

第７回 フィールドワーク: インタビュー 

事前学習 

教科書『異文化の学びかた・描き方』

pp.150~166 を読み、インタビューについて

確認する。 

事後学習 
研究計画書の見直し・加筆・修正。フィール

ドワークの準備をする。 

第８回 フィールドワーク・ジャーナル」について 

事前学習 
フィールドワーク・ジャーナルに記入し授業

で報告する準備を進める。 

事後学習 
意見交換で出た内容を参考に。ジャーナルに

記録した内容を顧みる。 

第９回 フィールドワーク開始にあたっての確認事項 

事前学習 

フィールドワーク・ジャーナル記入し授業で

報告する準備を進める傍ら、5 回～8 回で学

んだフィールドワークについて復習してお

く。 

事後学習 
意見交換で出た内容を参考に。ジャーナルに

記録した内容を顧みる。 

第１０回 フィールドワーク内容報告 

事前学習 
フィールドワーク・ジャーナル記入し授業で

報告する準備を進める。 

事後学習 
意見交換で出た内容を参考に。ジャーナルに

記録した内容を顧みる。 

第１１回 フィールドワーク内容報告 

事前学習 
フィールドワーク・ジャーナル記入し授業で

報告する準備を進める。 

事後学習 
意見交換で出た内容を参考に。ジャーナルに

記録した内容を顧みる。 

第１２回 フィールドワーク内容報告を終えて 

事前学習 
フィールドワーク・ジャーナル記入し授業で

報告する準備を進める。 

事後学習 

各自、内容報告を顧み意見交換で出た内容も

参考に。ジャーナルに記録した内容を再度確

認する。 

第１３回 研究計画書に基づいて行われた研究発表 1 

事前学習 研究発表者は、準備をする。 

事後学習 
質疑応答で出た意見を顧み、今後研究計画・

実行する上で役立てる。 

第１４回 研究計画書に基づいて行われた研究発表 2 

事前学習 研究発表者は、準備をする。 

事後学習 
質疑応答で出た意見を顧み、今後研究計画・

実行する上で役立てる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 

春・秋期の授業を振り返り、教育を通しての

国際理解と研究について意見交換の準備を

しておく 

事後学習 
意見交換ででた内容を基に、国際社会理解を

深めるため、教育の役割について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会理解入門 （2 単位） 

３．科目番号 EIIE2101 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 講義、グルーブ議論、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
国際教育コース2年必修 

７．講義概要 

国際社会とは何か。国家間や多文化に生じる問題を理解するには、どのような視点が必要なのでしょうか。

この講義では、「国民」とはだれか、「移民」と「難民」の境界線は何なのか、国境を越えて維持される家族

は増加し、文化的価値観や言語がメディアや SNS を通して拡散されることは何を意味するのかということを

考えていきます。また、これらの「国境を越えた社会現象についてのテーマ」を基に、文献や映像に触れな

がら、講義、議論そして発表を通して理解を深め考えていくことを目的としています。 

８．学習目標 

１．「国際社会」を形成する要因について理解を深め、説明できる。 

２．国際社会問題について多角的な視点から捉えることができる。 

３．議論を用いて、効果的に問題の解決法等を導き出すことができる。 

４．発表を通して、関心のあるテーマについて効果的に他者に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎週、一つのテーマについて議論が行われるが、それについて課題が設定される。 

議論と発表が主な評価の対象となる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

三成美保・姫岡とし子・小浜正子著 『歴史を読み替える ジェンダーから見た世界史』大月書店、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

以下の点が達成されたかを基準とし、評価される。 

１．「国際社会」を形成する要因について理解を深め、説明できるようになったか。 

２．国際社会問題について多角的な視点から捉えることができるようになったか。 

３．議論を用いて、他者と効果的に問題の解決法等を導き出すことができるようになったか。 

４．発表を通して、関心のあるテーマについて効果的に他者に説明できるようになったか。 

○評定方法 

成績評価の基準１～４についての達成度を照合しながら、以下の点を総合的に評価する。 

１． 全体的な授業への参加意欲・態度 (30%) 

２． 議論や共同作業への貢献  （30％） 

３． 課題提出   （40％） 

なお、本学規定により、3／4 以上(4 回)の出席が確認できない場合は、単位の修得が認められないので留意

しておくこと。 

12．受講生への 

メッセージ 

１. シラバスを熟読し、講義の学習目標、成績評価等についてよく把握しておくこと。 

２. iphone, smartphone, 携帯電話,その他通信機能のあるノートパソコンやタブレットの電源は切り、かば

んの中にしまうこと。 

３. 本学規定により、3/4（4回）以上欠席すると単位の修得が認められないので留意しておくこと（遅延に

ついては、遅延証明書を当日又は次回講義までに担当教員に提出すること。遅延の累計回数が多い場合、

遅延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

４．授業を欠席した場合、その授業で出された課題等を自ら教員へ確認し、後に提出することにより挽回で

きるが、これを放置しておくと減点となるので留意すること。 

５．成績総合評価の内、授業での積極的参加は比重が大きいので、分からないことは積極的に質問し、ディ

スカッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

６．不正行為への対応等について、本学は、「東京福祉大学・短期大学部 研究活動における不正行為への対

応等に関する規程」を平成 26年 12月 4日に制定しています。詳しくは、本学ホームページの大学紹介・

研究活動のところを参照してください。文部科学省のガイドラインでは、「学生に対する研究倫理教育」

を行うことが要請されているので、皆さんは、大学で自分の学習成果をレポートにしたり発表したりし

ていくうえでの倫理、つまり、守らなければならない事があります。不正行為としては、１．捏造(ねつ

ぞう)、２．改ざん、３．盗用があります。不正行為については、適宜、処置がなされるので、これらに

ついて十分に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

1 章 

 

ジェンダーの視点から見る国際社会 

事前学習 教科書を購入し、pp.2~28 を読んでおく。 

事後学習 
シラバスをよく読み、不明な点は次の授業で質問するよう備えて

おく。 

第２回 

2 章 

 

古代ローマの共和政と家父長制 

事前学習 
教科書 pp. 32~46 を読み、授業中に提示された質問に対して答え

られるよう準備をしておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

  



 

 

第３回 

3 章 

 

アジア・アフリカ・アメリカの古代文

明における性別分業、親族組織、宗

教・宇宙観 

事前学習 教科書 pp. 50~60 を読み、議論に備えておく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第４回 

４章 

 

東アジアにおける貴族制社会の女性

と農耕社会における母権 

事前学習 

教科書 pp. 64~72 を読み、議論に備えておく。また、次回の授業

は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこと

について、質問をすることから始めるので、質問等をまとめてお

く。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第５回 

５章 

 

イスラーム社会と家父長制 

と婚姻と家族をめぐる法 

事前学習 
教科書 pp.76~82 を読み、授業中に提示された質問に対して答え

られるよう準備をしておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第６回 

６章 

 

中世ヨーロッパの女性知識人と大学 

事前学習 教科書 pp. 86~106 を読み、議論に備えておく 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第７回 

７章 

 

モンゴル帝国の皇后とチンギス家の

婚姻戦略 

 

事前学習 

教科書 pp. 100~124 を読み、議論に備えておく。また、次回の授

業は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこ

とについて、質問をすることから始めるので、質問等をまとめて

おく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第８回 

8 章 

 

宗教改革とセクシュアリティ管理 

の強化 

事前学習 
教科書 pp. 128~140 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第９回 

9 章 

 

大西洋奴隷貿易のなかのジェンダー 

事前学習 

教科書 pp. 146~158 を読み、議論に備えておく。また、次回の授

業は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこ

とについて、質問をすることから始めるので、質問等をまとめて

おく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１０回 

10 章 

 

社会主義・共産主義思想と女性 

事前学習 
教科書 pp. 162~182 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１１回 

11 章 

 

軍隊とジェンダー 

事前学習 教科書 pp.186~208 を読み、議論に備えておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第１２回 

１２章 

 

近代インドにおける社会改革と 

民族運動 

事前学習 

教科書 pp.212~226 を読み、議論に備えておく。また、次回の授

業は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこ

とについて、質問をすることから始めるので、質問等をまとめて

おく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１３回 

１３章 

 

朝鮮の植民地化--「新女性」から 

「慰安婦」まで 

事前学習 
教科書 pp.230~252 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１４回 

１４章 

 

アフリカの独立と女性 

事前学習 
教科書 pp.256~272 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
意見交換で出された意見について、今後、教育分野でどのように

生かしていけるか自分なりの考えをまとめる。 

第１５回 

１５章 

 

性の自由と家族の多様化 

事前学習 
教科書 pp.276~294 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 

発表について、クラスメートから出されたコメントを基に、発表

スキルや内容について良かった点を確認し、また今後どのように

進歩していけるか自分なりに考えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子ども家庭支援の心理学（2単位） 
３．科目番号 SJMP3126 

２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義，ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育の心理学Ⅰを履修していること 

７．講義概要 

子ども家庭支援の心理学では、まず、乳幼児期から老年期までの人の生涯発達のプロセスや、各時期の課題

について学ぶ。さらに、家族・家庭の意義や機能を学び、親子関係や家族関係等について、子どもとその家

族を、発達的な視点や、包括的に捉える視点を習得する。また、現代の子育て家庭に関する社会的状況や、

家庭の多様性、特別な配慮を必要とする家庭などについて学び、子どもがうける生育環境からの影響、子ど

もの心や健康に関わる問題について学ぶ。 

８．学習目標 

① 生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を習得し、初期経験の重要性、各時期の移行、発達課題に等に

ついて理解する。 

② 家族・家庭の意義や機能を理解するとともに、親子関係や家族関係等について発達的に理解し、子ども

とその家庭を包括的に捉える視点を習得する。 

③ 子育て家庭をめぐる現代の社会状況と課題を理解する。 

④ 子どもの精神保健とその課題について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

およそ毎回、予習テストを行います。レポート課題は授業中に指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】シードブック 子ども家庭支援の保育学 本郷一夫 ・神谷哲司 建帛社 2019年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 生涯発達に関する基礎的な知識を有し、初期経験の重要性について理解できているか 

2. 家族・家庭の意義や機能を理解し、家族がどのように発達していくか理解できているか。 

3. 子育て家庭を取り巻く社会状況について十分な知識を有しているか 

4. 子どもの精神保健に関する基本的な知識を有しているか 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度  総合点の 30％ 

2. 課題発表もしくはレポート 総合点の 30％ 

3. 小テスト         総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育士は子どもを保育することが第一義の仕事ですが、他に家庭（親）支援も非常に重要な仕事です。とは

いえ、家庭を支援するというのはどうすればいいのか、自分よりもおそらく年長であろう親を支援するとい

うのはどうしたらいいのかイメージがつかないのではないかと思います。この授業の中で、子どものよって

たつ家庭や親をどのように理解し、支援したらいいのか学んでいきましょう。支援の方法はひとつではあり

ません。ディスカッションによって考えを膨らませたり、整理検討したりしていきましょう。授業中の一般

的なマナーは十分守りつつ、積極的な発言や討議を期待します。 

なお、授業の様子によって、講義内容の進度を調整することもあります。 

13．オフィスアワー 
OHは授業初回に案内する。 

連絡先：7号館別館 739号室 kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

家庭支援へのアプローチ 

事前学習 シラバスを読んでくる 

事後学習 資料やノートを復習する 

第２回 乳幼児期から学童期にかけての発達の特徴 

事前学習 第１章を読んで予習テストに備える 

事後学習 
乳幼児期から学童期にかけての発達のキー

ワードをノートにまとめる 

第３回 思春期から青年期の発達の特徴 

事前学習 第２章を読んで予習テストに備える 

事後学習 
思春期から青年期にかけての発達のキーワ

ードをノートにまとめる 

第４回 成人期から高齢期の発達の特徴 

事前学習 第３章を読んで予習テストに備える 

事後学習 
成人期から高齢期にかけての発達のキーワ

ードをノートにまとめる 

第５回 家族システムと家族発達 

事前学習 第４章を読んで予習テストに備える 

事後学習 
「家族」に関するキーワードをノートにまと

める 

第６回 親としての養育スタイルの形成過程と世代間伝達 

事前学習 第５章を読んで予習テストに備える 

事後学習 
養育スタイルおよび世代間伝達をノートに

まとめる 

第７回 子育て環境の社会状況的変化 

事前学習 第６章を読んで予習テストに備える 

事後学習 
子育てに関する現社会の課題をノートにま

とめる 



 

 

第８回 ライフコースとワーク・ライフ・バランス 

事前学習 第７章を読んで予習テストに備える 

事後学習 
字部の人生のプランについてノートにまと

める 

第９回 多様な子育て家庭への支援 
事前学習 第８章を読んで予習テストに備える 

事後学習 学んだことをノートにまとめる 

第１０回 
特別な配慮を必要とする家庭への支援１ 

グループ発表①② 

事前学習 第９章を読んで予習テストに備える 

事後学習 疑問点などをノートにまとめる 

第１１回 
特別な配慮を必要とする家庭への支援２ 

グループ発表③④ 

事前学習 第９章を読んで予習テストに備える 

事後学習 疑問点などをノートにまとめる 

第１２回 子どもを取り巻く生活環境と心身の健康 
事前学習 第１０章を読んで予習テストに備える 

事後学習 現代特有の課題等をノートにまとめる 

第１３回 子どもの心と健康 
事前学習 第１１章を読んで予習テストに備える 

事後学習 学んだことをノートにまとめる 

第１４回 障害のある子どもの理解と対応 
事前学習 第１２章を読んで予習テストに備える 

事後学習 学んだことをノートにまとめる 

第１５回 テスト 
事前学習 テストに備える 

事後学習 半期を振り返りノートにまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子ども家庭支援論（2 単位） 

３．科目番号 SJMP3125 

２．授業担当教員 青木 正 

４．授業形態 
講義、ゼミナール形式、グループ活動、ディスカッション、演習、

プレゼンテーション 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子育て家庭に対する支援の意義と役割について理解し、保育士の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と

基本について、子どもの育ちの喜びを保護者と共有することや保護者自身の子育て実践力の向上に資する支

援の重要性、保育士に求められる倫理観や受容的･共感的関わりのあり方などについて習得する。さらに、社

会資源の活用や関係諸機関との連携、子育て家庭のニ－ズに応じた様々な支援の展開、近年の子育て支援の

体制や施策についても理解を深める。 

８．学習目標 

現代の子育て家庭と子育て支援・家庭支援について理解し、説明することができる。 

わが国の子育て支援政策について理解し、説明することができる。 

保育所における子育て支援について理解し、説明することができる。 

保育の場における相談･援助について理解し、説明することができる。 

多様な子育て支援の場･人・活動について理解し、説明することができる。 

ワークショップで学ぶ子育て支援について理解し、活用することができる。 

社会に出た時に活用できる発想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授

業の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回授業の初めに、前回の復習を兼ねた、小テストを実施する。また、後半期にレポートを課す。レポート

の題目及び執筆規定については授業の中で指示する。予習や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的な学

習によって理解を確かにすると共に問題解決力を培うように努めること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

松原康雄・村田典子・南野奈津子編『子ども家庭支援論 新・基本保育シリーズ⑤』中央法規 

【参考書】 

講義を補足するために必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子ども家庭支援の全体像を講義やグループ討議を通して理解し、説明ができるようになる。 

２．相談援助の考え方と体系について理解し、説明することができるようになる。 

３．発想法や分析法など具体的な手法を活用することができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加（ディスカッション・発表）   総合点の２０％ 

２．日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査・提出物） 総合点の３０％ 

３．課題レポート                  総合点の５０％○成績評価の規準 

12．受講生への 

メッセージ 

乳幼児を預かる保育士には、子育て家庭への理解と支援が求められています。本科目は、地域社会の変化や

家庭生活における人間関係について十分理解したうえで「子育てが楽しい」と誰もが感じることのできるよ

うな家庭支援の方法を一緒に考えていきます。 

 

１．遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。違反者

は受講態度で減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 授業中に通知いたします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：授業の概要と進め方 

子ども家庭支援の意義と必要性 

事前学習 シラバスを熟読しておく 

事後学習 
家庭による子育てを支援する制度や民間活

動の概要を整理しておく 

第２回 子ども家庭支援の目的と機能 

事前学習 
教科書の「子ども家庭支援の目的と機能」を

読み、わからない部分をチェックしておく 

事後学習 
子ども家庭支援の目的と機能について整理

しておく 

第３回 子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進 

事前学習 

教科書の「子育て支援施策・次世代育成支援

施策の推進」を読み、わからない部分をチェ

ックしておく 

事後学習 
子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進

について整理しておく 

第４回 子育て家庭の福祉を図るための社会資源 事前学習 

教科書「子育て家庭の福祉を図るための社会

資源」を読み、わからない部分をチェックし

ておく 



 

 

事後学習 
子育て家庭の福祉を図るための社会資源に

ついて整理しておく 

第５回 保育の専門性を活かした子ども家庭支援とその意義 

事前学習 

教科書「保育の専門性を活かした子ども家庭

支援とその意義」を読み、わからない部分を

チェックしておく 

事後学習 
保育の専門性を活かした子ども家庭支援と

その意義について整理しておく 

第６回 子どもの育ちの喜びの共有 

事前学習 
教科書「子どもの育ちの喜びの共有」を読み、

わからない部分をチェックしておく 

事後学習 
子どもの育ちの喜びの共有について整理し

ておく 

第７回 
保護者および地域が有する子育てを自ら実践する力の

向上に資する支援【レポート課題の提示】 

事前学習 

教科書「保護者および地域が有する子育てを

自ら実践する力の向上に資する支援」を読

み、わからない部分をチェックしておく 

事後学習 

保護者および地域が有する子育てを自ら実

践する力の向上に資する支援について整理

しておく 

第８回 保育士に求められる基本的態度 

事前学習 
教科書「保育士に求められる基本的態度」を

読み、わからない部分をチェックしておく 

事後学習 
保育士に求められる基本的態度について整

理しておく 

第９回 家庭の状況に応じた支援 

事前学習 
教科書「家庭の状況に応じた支援」を読み、

わからない部分をチェックしておく 

事後学習 
家庭の状況に応じた支援について整理して

おく 

第１０回 地域の資源の活用と自治体・関係機関等との連携・協力 

事前学習 

教科書「地域の資源の活用と自治体・関係機

関等との連携・協力」を読み、わからない部

分をチェックしておく 

事後学習 
地域の資源の活用と自治体・関係機関等との

連携・協力について整理しておく 

第１１回 子ども家庭支援の内容と対象 

事前学習 
教科書「子ども家庭支援の内容と対象」を読

み、わからない部分をチェックしておく 

事後学習 
子ども家庭支援の内容と対象について整理

しておく 

第１２回 保育所等を利用する子どもの家庭への支援 

事前学習 

教科書「保育所等を利用する子どもの家庭へ

の支援」を読み、わからない部分をチェック

しておく 

事後学習 
保育所等を利用する子どもの家庭への支援

について整理しておく 

第１３回 地域の子育て家庭への支援 【レポート提出】 

事前学習 
教科書「地域の子育て家庭への支援」を読み、

わからない部分をチェックしておく 

事後学習 
地域の子育て家庭への支援について整理し

ておく 

第１４回 要保護児童およびその家庭に対する支援 

事前学習 

教科書「要保護児童およびその家庭に対する

支援」を読み、わからない部分をチェックし

ておく 

事後学習 
要保護児童およびその家庭に対する支援に

ついて整理しておく 

第１５回 子育て支援に関する課題と展望 

事前学習 
教科書「子育て支援に関する課題と展望」を

読み、わからない部分をチェックしておく 

事後学習 
シラバス 8.の 7 つの学習目標が達成できた

か、自己点検する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの健康と安全 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2414 

SCOT2414 

SJMP2123 ２．授業担当教員 佐野 葉子 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク、プレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育環境を踏まえ、こどもの保健に関する個別対応と集団全体の健康及び安全の管理の具体的な方法を学

ぶ。衛生管理、事故の予防及び安全対策、危機管理、防災への備えについて理解する。こどもが体調不良に

なった場合の対処方法、救急処置と救急蘇生法などを身に付ける。また保育における保健的対応の基本的考

え方や 3歳未満児への対応、慢性疾患やアレルギー性疾患など個別的な配慮を必要なこどもへの対応を学ぶ。

保護者や地域との連携を図る方法、保育における保健活動の計画と評価についても学ぶ。 

８．学習目標 

１．子どもの健康管理、健康観察の方法について理解し、実施できるようになる。 

２．衛生管理の方法（感染症対策も含む）について理解し、実施できるようになる。 

３．子どもに体調不良が発生した場合の対応について理解し、実施できるようになる。 

４．救急処置および救急蘇生法について理解し、実施できるようになる。 

５．子どもの事故の特徴と事故防止の方法、危機管理について理解し、説明できるようになる。 

６．3歳未満児への対応、慢性疾患やアレルギー性疾患など個別な配慮を要する子どもへの対応を理解し、説

明できるようになる。 

７．保護者や地域との連携方法、保健活動の計画と評価について理解し、説明できるようになる。 

８．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

子どもの一次救命処置の重要性と手順についてまとめなさい。（1600字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小林美由紀編著『子どもの健康と安全 演習ノート』診断と治療社 

【参考書】中根淳子・佐藤直子編著『子どもの保健』ななみ書房 

小林美由紀編著『子どもの保健テキスト』診断と治療社 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの保健に関する個別対応について理解し実施できる。 

２．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し説明できる。 

○評定の方法 

成績評価については、ミニテスト 20％、レポート 30％、日常の授業態度 50％とし総合的に評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの健康と安全は、保育中の乳幼児の命と健康を守るための技術を学ぶ重要な科目です。保育者は乳

幼児の普段の状態をよく把握し、普段と少しでも異なる症状があった場合にはそれをいち早く察知し、適切

に対処しなくてはなりません。また、乳幼児の養護や看護を行う場合には愛情を持って温かく接する事が大

切です。一つ一つの実技を誠心誠意、真剣に行ってください。 

受講生は以下のことを必ず守ること。 

１）授業は、常に高い緊張感と集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

２）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

３）欠席・遅刻・早退をしないこと（やむを得ない場合は必ず文書で申し出ること）。 

４）授業中の私語、携帯電話の作動は絶対にしないこと。守れない場合は退出してもらいます。 

５）実技・演習は、事故のないように気を引き締めて行うこと。 

６）実習機材の準備・後片付けを積極的に行うこと。 

講師は以下のことを実行します。 

１）学生が積極的に授業に参加（発言、発表）できるように双方向対話型の学習環境を作る。 

２）明らかに授業態度が悪いと判断された場合は厳格に対処する。（その場合、たとえすべて出席していても

F評価になることもあるので注意すること。） 

13．オフィスアワー 授業内で周知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

妊娠、胎児期の発育、染色体異常 

事前学習 シラバスを読んでくる。 

事後学習 
妊娠の成立、胎児期の発育と染色体異常につい

て整理する。 

第２回 
子どもの発育の観察と評価 

演習：身体測定 

事前学習 子どもの発育状態の把握について調べてくる。 

事後学習 身体測定の方法について整理する。 

第３回 
子どもの健康状態の観察方法 

演習：バイタルサインの測定 

事前学習 子どもの健康状態の観察について調べてくる。 

事後学習 バイタルサインの測定について整理する。 

第４回 
保育における保健的対応：母乳、人工栄養、離乳食 

演習：人工乳のつくり方、手洗い方法 

事前学習 母乳、人工栄養、離乳食について読んでくる。 

事後学習 人工乳の作り方、手洗い方法を整理する。 

第５回 
保育における保健的対応：口腔機能の発達と衛生 

演習：口腔衛生 

事前学習 口腔機能の発達と衛生について調べてくる。 

事後学習 口腔衛生の方法について整理する。 

第６回 
衛生管理 

演習：施設環境・嘔吐物の処理 

事前学習 衛生管理について読んでくる。 

事後学習 施設環境・嘔吐物の処理について整理する。 



 

 

第７回 
子どもの体調不良に対する適切な対応 

演習：薬の与え方、おむつの処理 

事前学習 
子どもの体調不良に対する適切な対応につい

て読んでくる。 

事後学習 薬の与え方・おむつの処理について整理する。 

第８回 
傷害時の応急処置 

演習：出血と止血法、骨折の手当て 

事前学習 傷害時の応急処置について読んでくる。 

事後学習 止血法、骨折の手当てについて整理する。 

第９回 

救急処置および心肺蘇生法 

演習：気道異物除去・エピペンの使用方法・心肺蘇

生法 

事前学習 
気道異物除去・心肺蘇生法について読んでく

る。 

事後学習 
気道異物除去・エピペンの使用方法・心肺蘇生

法について整理する。 

第１０回 
救急処置および心肺蘇生法 

演習：心肺蘇生法・AED 

事前学習 AEDの使用方法について読んでくる。 

事後学習 AEDの使用方法について整理する。 

第１１回 子どもの事故の特徴と事故防止の方法、危機管理 

事前学習 子どもに多い事故について読んでくる。 

事後学習 
事故防止と安全教育、危機管理について整理す

る。 

第１２回 
集団保育における健康管理・健康教育 

グループワーク：安全衛生教材作り 

事前学習 
安全衛生教育について確認し、授業内で教材が

作成できるように準備する。 

事後学習 次回教材が完成するように準備する。 

第１３回 
集団保育における健康管理・健康教育 

グループワーク：安全衛生教材作り 

事前学習 授業内で教材が完成できるように準備する。 

事後学習 教材を完成させ発表に向けて準備する。 

第１４回 安全衛生教育発表 

事前学習 教材を完成させ発表に向けて準備する。 

事後学習 
各グループの発表から安全衛生教育に必要な

ことを整理する。 

第１５回 まとめ、内容の振り返り（ミニテスト） 
事前学習 授業内の疑問や質問を考えてくる。 

事後学習 この科目で学習したことを振り返る。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの健康と安全 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2414 

SCOT2414 

SJMP2123 ２．授業担当教員 深田 一枝 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク、プレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育環境を踏まえ子どもの保健に関する個別対応と集団全体の健康及び安全の管理の具体的な方法を学

ぶ。衛生管理、事故の予防及び安全対策、危機管理、防災への備えについて理解する。子どもが体調不良に

なった場合の対処方法、救急処置と救急蘇生法などを身に付ける。また保育における保健的対応の基本的考

え方や 3歳未満児への対応、慢性疾患やアレルギー性疾患など個別的な配慮を必要な子どもへの対応を学ぶ。

保護者や地域との連携を図る方法、保育における保健活動の計画と評価についても学ぶ。 

８．学習目標 

１．子どもの健康管理、健康観察の方法について理解し、実施できるようになる。 

２．衛生管理の方法（感染症対策も含む）について理解し、実施できるようになる。 

３．子どもに体調不良が発生した場合の対応について理解し、実施できるようになる。 

４．救急処置および救急蘇生法について理解し、実施できるようになる。 

５．子どもの事故の特徴と事故防止の方法、危機管理について理解し、説明できるようになる。 

６．3歳未満児への対応、慢性疾患やアレルギー性疾患など個別な配慮を要する子どもへの対応を理解し、説

明できるようになる。 

７．保護者や地域との連携方法、保健活動の計画と評価について理解し、説明できるようになる。 

８．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内で提示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】兼松百合子・荒木暁子・羽室俊子編著『子どもの保健・実習 －健やかな育ちをサポートするた

めに－』第 3版 同文書院、2019. 

【参考書】榊原洋一監修 小林美由紀著『子どもの保健演習ノート』改訂第３版追補 診断と治療社、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの保健に関する個別対応について理解し実施できる。 

２．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し説明できる。 

○評定の方法 

成績評価については、ミニテスト 20％、レポート 30％、日常の授業態度 50％とし総合的に評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

「子どもの健康と安全」は、保育中の乳幼児の命と健康を守るための技術を学ぶ重要な科目です。保育者

は乳幼児の普段の状態をよく把握し、普段と少しでも異なる症状があった場合にはそれをいち早く察知し、

適切に対処しなくてはなりません。また、乳幼児の養護や看護を行う場合には愛情を持って温かく接する事

が大切です。一つ一つの実習を誠心誠意、真剣に行ってください。受講生は以下のことを必ず守ること。 

１）授業は、常に高い緊張感と集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

２）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

３）欠席・遅刻・早退をしないこと（やむを得ない場合は必ず文書で申し出ること）。 

４）授業中の私語、携帯電話の作動は絶対にしないこと。守れない場合は退出してもらいます。 

５）実技・演習は、事故のないように気を引き締めて行うこと。 

６）実習機材の準備・後片付けを積極的に行うこと。 

 

講師は以下のことを実行します。 

１）学生が積極的に授業に参加（発言、発表）できるように双方向対話型の学習環境を作る。 

２）明らかに授業態度が悪いと判断された場合は厳格に対処する。（その場合、たとえすべて出席していても

F 評価になることもあるので注意すること。） 

13．オフィスアワー 授業内で周知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「子どもの健康と安全」を学ぶにあたって 

胎児期の発育とライフサイクル 

（受精してから出生するまでを中心に学ぶ。） 

事前学習 シラバスを熟読する。 

事後学習 
子どもの保健を学ぶ意義、胎児期の発育につい

て整理する。 

第２回 

子どもの成長発達 

（形態的成長、生理機能の発達、脳・神経系の発達、

運動機能の発達精神機能の発達について学ぶ。） 

＜グループワーク：乳幼児の成長発達＞ 

事前学習 pp.23～32を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 グループワークの発表内容を整理する。 

第３回 

発育の観察と評価 

（身体発育の観察と評価について学ぶ。） 

＜技術演習：乳幼児の身体測定＞ 

事前学習 pp.32～39を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第４回 

保育環境と衛生管理 

（保育環境の整備と衛生管理について学ぶ。） 

＜グループワーク：保育環境と衛生管理、手洗いチ

ェック＞ 

事前学習 pp.255～261を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 
グループワークの発表内容を整理する。 

技術演習での課題を明確にする。 



 

 

 

第５回 

子どもの日常生活の養護（1） 

（乳幼児の栄養と食事について学ぶ。） 

＜技術演習：調乳、ミルクの飲ませ方＞ 

事前学習 pp.43～47を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第６回 

子どもの日常生活の養護（2） 

（乳幼児の排泄の援助について学ぶ。） 

＜技術演習：おむつのあて方、おむつ交換＞ 

事前学習 pp.76～79を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第７回 

子どもの日常生活の養護（3） 

（乳幼児の保清について学ぶ。） 

＜技術演習：沐浴＞ 

事前学習 pp.96～98を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第８回 

健康観察 

（乳幼児の健康状態の観察について学ぶ。） 

＜技術演習：乳幼児のバイタルサイン測定＞ 

事前学習 pp.109～111を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第９回 

体調不良への対応 

（子どもによくみられる症状と対応について学ぶ。） 

＜グループワーク：体調不良への対応＞ 

事前学習 pp.117～133を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 グループワークの発表内容を整理する。 

第１０回 

個別の配慮を要する子どもへの対応 

（健康管理上必要な配慮がある子どもへの対応につ

いて学ぶ。） 

＜グループワーク：慢性疾患、アレルギー疾患等＞ 

事前学習 pp.145～155を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 グループワークの発表内容を整理する。 

第１１回 

子どもの事故の特徴と安全管理 

（子どもの事故の特徴と事故予防、安全管理につい

て学ぶ。） 

＜グループワーク：保育環境における事故予防＞ 

事前学習 pp.197～204を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 発表内容を評価・整理する。 

第１２回 

子どもの安全教育 

（「安全教育」のための教材を作成し、発表する。） 

＜グループワーク：教材作成、発表＞ 

事前学習 安全教育のテーマと教材を考える。 

事後学習 発表内容を評価・整理する。 

第１３回 

応急手当・一次救命処置 

（乳幼児の応急手当・一次救命処置について学ぶ。） 

＜技術演習：応急手当＞ 

事前学習 pp.219～228を読み、疑問点をまとめておく。 

事後学習 技術演習での課題を明確にする。 

第１４回 

健康管理・健康教育  

（「健康教育」のための企画書を作成する。） 

＜グループワーク：企画書の作成、発表＞ 

事前学習 
pp.243～256、pp.267～272 を読み、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 発表内容を評価・整理する。 

第１５回 まとめ、内容の振り返り 
事前学習 授業内の疑問や質問を考える。 

事後学習 授業内での質問を整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの食と栄養 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP3121 

SSMP3358 

SCMP3358 

EDHE3334 
２．授業担当教員 髙尾 優 

４．授業形態 講義、演習（課題作成および発表含む）、調理実習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小児期の栄養と食生活の重要性を理解し、一生涯の食生活の意義を理解する。また保育者として、小児の

発育と発達の特徴を踏まえた栄養と食のあり方を理解し、保育所における望ましい食のあり方について理解

を深める。さらに最近の食にまつわる様々な問題にふれながら、保護者と子どもの総合的な食育や保育所に

おける食の実践について理解する。 

８．学習目標 

１）栄養、食生活の基礎知識を身につける。 

２）小児期各期の栄養と食生活について学び、説明することができる。 

①妊娠期（胎児期） ②新生児期 ③乳児期 ④幼児期 ⑤学童期・思春期 

３）保育士としての食の援助の役割について学び、説明することができる。 

４）疾患をもつ小児の栄養・食生活について学び、説明することができる。 

５）小児の食の問題について学び、説明することができる。 

６）子どもとその家族に対する栄養教育・食教育について学び、知識を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習として、教科書を読んでくること。事後学習として、しっかり復習し、授業内容についてま

とめること。 

レポート課題：詳細は授業内で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】児玉浩子ら編著『子どもの食と栄養 改定第 2版』中山書店、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）栄養、食生活の基礎知識を身につける。 

２）小児期各期の栄養と食生活について学び、説明することができる。  

①妊娠期（胎児期） ②新生児期 ③乳児期 ④幼児期 ⑤学童期・思春期 

３）保育士としての食の援助の役割について学び、説明することができる。 

４）疾患をもつ小児の栄養・食生活について学び、説明することができる。 

５）小児の食の問題について学び、説明することができる。 

６）子どもとその家族に対する栄養教育・食教育について学び、知識を身につける 

○評定の方法 

総合的に評価する期末試験   50% 、提出課題   20%、 受講態度   30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもたちをとりまく環境について考え、子どもの食生活の現状と課題について理解を深めましょう。 

栄養の基礎的な知識を身に付け、保育所における食育に関する指針を理解し、食育を実践できる力を養いま

しょう。 

1．授業には積極的に参加すること。（遅刻、欠席のないようにすること。私語や居眠りをしないこと。） 

2．レポート等の提出期限は遵守すること。 

3．授業中はスマートフォン等の電源は切っておくこと。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 子どもの健康と食生活 
事前学習 

教科書 第 1 章（pp.2～24）を読み、わから

ないところをチェックしておく。 

事後学習 子どもの食生活の問題についてまとめる。 

第２回 栄養・食に関する基本的知識① 

事前学習 
教科書 第 2章 1～5（pp.26～35）を読み、わ

からないところをチェックしておく。 

事後学習 
消化吸収、たんぱく質、糖質、脂質について

まとめる。 

第３回 栄養・食に関する基本的知識② 
事前学習 

教科書 第 2 章 6～12（pp.36～48）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 ビタミン、ミネラルについてまとめる。 

第４回 子どもの発育・発達と栄養・食生活① 
事前学習 

教科書 第 3 章 1～5a（pp.50～68）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 授乳・離乳の支援ガイドを理解する。 

第５回 子どもの発育・発達と栄養・食生活② 
事前学習 

教科書 第 3 章 5b～7（pp.69～86）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 離乳食についてまとめる。 

第６回 調乳実習 
事前学習 教科書 p.67を読んでくる。 

事後学習 調乳に関してレポートを作成する。 

第７回 離乳食調理実習 
事前学習 教科書 pp.70～73を読んでくる。 

事後学習 離乳食に関してレポートを作成する。 

第８回 食育の基本と実践① 
事前学習 

教科書 第 4章 1～3（pp.88～95）を読み、わ

からないところをチェックしておく。 

事後学習 郷土食について調べる。 



 

 

第９回 食育の基本と実践② 
事前学習 

教科書 第 4 章 4～6（pp.96～108）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 保育所で行われている食育について調べる。 

第１０回 食育の基本と実践③ 
事前学習 

教科書第 4章を読み、わからないところをチ

ェックしておく。 

事後学習 食育についてレポートを作成する。 

第１１回 児童福祉施設や家庭における食と栄養 
事前学習 

教科書 第 5章（pp.110～116）を読み、わか

らないところをチェックしておく。 

事後学習 児童福祉施設における食についてまとめる。 

第１２回 食の安全 
事前学習 

教科書 第 6章（pp.118～134）を読み、わか

らないところをチェックしておく。 

事後学習 食中毒予防についてまとめる。 

第１３回 特別な配慮を必要とする子どもの食と栄養① 

事前学習 
教科書 第 7章 1～5（pp.136～143）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 
食物アレルギー児への対応、発熱時の対応に

ついてまとめる。 

第１４回 特別な配慮を必要とする子どもの食と栄養② 

事前学習 
教科書 第 7章 6～10（pp.144～154）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 
肥満、やせ、障害児への対応についてまとめ

る。 

第１５回 まとめ 

事前学習 授業ノートの復習 

事後学習 
授業で使用した教科書、ノート、プリントな

どを総復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの保健Ⅱ （1 単位） 
３．科目番号 

SSOT2407 

SCOT2407 

SJMP2117 ２．授業担当教員 佐野 葉子 

４．授業形態 技術演習、講義、グループワーク、プレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育者として子どもの健康と安全を守るために必要な基礎的知識や実践力を身に付けることをねらいとし

ている。「子どもの保健Ⅰ」で学んだ知識を基礎とし、子どもが健康的に生活するうえで必要な生活環境要因
について理解し、総合的な援助技術の習得を目指す。 
技術演習では、子どもの発育の観察と評価、日々の健康状態の観察、健康的な日常生活習慣形成のための

適切な養護、一般的な症状に対する看護の方法、応急手当（一次救命処置を含む）など、保育現場で必要と
される技術をモデル人形を対象として実践する。 
グループワークでは、事故防止対策と安全教育、歯磨きや手洗いなどの健康教育について検討し、発表す

ることで集団保育における事故防止や健康管理・健康教育の実践力を身に付ける。 

８．学習目標 

１．子どもの発育や健康状態の観察について理解し評価と支援を行うことができる。  
２．子どもの一般的な症状に対する看護の方法について理解し、説明することができる。 

３．子どもの事故の特徴と事故防止の方法について理解し、説明することができる。 
４．応急手当（一次救命処置を含む）の実際を学び、実施することができる。 
５．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明することができる。 

６．子どもの健康と安全を守る保育者としての必要な態度を表現することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１）毎回の授業で学習した内容について教科書のワークを用いて復習する。 

２）日赤幼児安全法について、学習した内容と感想を書く（1000字程度）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】榊原洋一監修・小林美由紀著『子どもの保健演習ノート』改訂第 2版、診断と治療社。 

【参考書】今井七重編『演習 子どもの保健Ⅱ』（株）みらい。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの発育や健康状態の観察について理解し、評価と支援を行うことができる。 

２．子どもの日常生活の養護の方法について理解し、実施することができる。 
３．子どもの一般的な症状に対する看護の方法について理解し、説明することができる。 
４．子どもの事故の特徴と事故防止の方法について理解し、説明することができる。 

５．応急手当（一次救命処置を含む）の実際を学び、実施することができる。 
６．集団保育における健康管理・健康教育の実際を理解し、説明することができる。 
７．子どもの健康と安全を守る保育者としての必要な態度を表現することができる。 

○評定の方法 

期末テスト 50％、レポート 20％、授業態度 30％ 

上記のほか、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位修得の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの保健Ⅱは保育中の乳幼児の命と健康を守るための技術を学ぶ重要な科目です。保育者は乳幼児の

普段の状態をよく把握し、普段と少しでも異なる症状があった場合にはそれをいち早く察知し、適切に対処

しなくてはなりません。また、乳幼児の養護や看護を行う場合には愛情を持って温かく接する事が大切です。

一つ一つの実習を誠心誠意、真剣に行ってください。受講生は以下のことを必ず守ること。 

１）授業は、常に高い緊張感と集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

２）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

３）欠席・遅刻・早退をしないこと（やむを得ない場合は必ず文書で申し出ること）。 

４）授業中の私語、携帯電話の作動は絶対にしないこと。守れない場合は退出してもらいます。 

５）実技・演習は、事故のないように気を引き締めて行うこと。 

６）実習機材の準備・後片付けを積極的に行うこと。 

 

講師は以下のことを実行します。 

１）学生が積極的に授業に参加（発言、発表）できるように双方向対話型の学習環境を作る。 

２）明らかに授業態度が悪いと判断された場合は厳格に対処する。（その場合、たとえすべて出席していても

F評価になることもあるので注意すること。） 

13．オフィスアワー 授業開始時にお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（子どもの保健Ⅱを学ぶにあたっ

て） 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 自己紹介用紙を記載する。 

第２回 胎児期の発育について（受精してから出生するまで） 

事前学習 胎児期の発育について考えてくる。 

事後学習 
自分の母子健康手帳を見て必要事項を自己紹介

用紙に記載する。 

第３回 
第 1章 子どもの発育を知ろう 

（身体発育の観察と評価） 

事前学習 テキスト pp2～17を読んでおく。 

事後学習 第 1章おさらいテスト問 1･問 2 

第４回 第１章 子どもの発育を知ろう 事前学習 テキスト pp.4～7を読んでおく。 



 

 

 

（身体発育の測定方法と評価） 事後学習 第 1章おさらいテスト問 3 

第５回 
第 2章 子どもの発達を知ろう 

（運動機能の発達とその評価について） 

事前学習 テキスト pp.26～36を読んでおく。 

事後学習 第 2章おさらいテスト問 1・問 2 

第６回 
第 3章 子どもの健康状態を知ろう 

（子どもの生理機能の発達を理解する） 

事前学習 テキスト pp.40～42を読んでおく。 

事後学習 
第 3章おさらいテスト問 1①～⑦、⑨問 2①～⑤、

問 3 

第７回 
第 5章 子どもの保育環境づくり 

（屋内の衛生管理など） 

事前学習 テキスト pp.74～78を読んでおく。 

事後学習 第 5章おさらいテスト問①②⑩⑪⑫ 

第８回 

第 4章 日常における養護の方法 

（抱き方・おんぶの仕方・寝かせ方・外気浴における留

意点） 

事前学習 テキスト pp.52～53、pp.62～64を読んでおく。 

事後学習 第 4章おさらいテスト問 1④、問 3⑪～⑮ 

第９回 
第 4章 日常における養護の方法 

（母乳と人工栄養、離乳食の進め方） 

事前学習 テキスト pp.53～55を読んでおく。 

事後学習 第 4章おさらいテスト問１①②、問 2①～③ 

第１０回 
第 4章 日常における養護の方法 

（調乳の実際、手洗いの基本） 

事前学習 テキスト pp.53～55、p61を読んでおく 

事後学習 調乳の方法と留意点について復習する。 

第１１回 
第 4章 日常における養護の方法 

（衣服の着せ方、排泄のさせ方） 

事前学習 テキスト pp.56～59を読んでおく。 

事後学習 衣服の着せ方について復習する。 

第１２回 
第 4章 日常における養護の方法 

（沐浴・入浴のさせ方） 

事前学習 テキスト pp.59～61を読んでおく。 

事後学習 入浴のさせ方について復習する。 

第１３回 
第 4章 日常における養護の方法 

（口腔内の衛生） 

事前学習 テキスト pp.56～57を読んでおく。 

事後学習 第 4章おさらいテスト問２④⑤ 

第１４回 
第 4章 日常における養護の方法 

（口腔機能の発達） 

事前学習 自分の歯がいつ頃生えてきたか考える。 

事後学習 歯と口の健康の重要性について復習する。 

第１５回 
第 8章 いざというときの応急処置 

（傷害時の応急処置、エピペンについて） 

事前学習 テキスト pp.126～130を読んでおく。 

事後学習 第 8章おさらいテスト問１、問 2 

第１６回 
第 6章 よくかかる病気について知ろう 

（冷却用具の種類と作り方、薬の与え方、嘔吐物の処理） 

事前学習 テキスト pp.82～86を読んでおく。 

事後学習 第 6章おさらいテスト問 1、問 2、問 3、問 4 

第１７回 救急蘇生法（乳幼児の救急救命処置） 
事前学習 テキスト pp.122～128を読んでおく。 

事後学習 第 8章おさらいテスト問４ 

第１８回 救急蘇生法（乳幼児の救急救命処置） 
事前学習 テキスト pp.122～128を読んでおく。 

事後学習 アサイメント２ 

第１９回 
第 7章 よく起こる事故について知ろう 

（乳幼児に起こりやすい事故とその特徴） 

事前学習 テキスト pp.106～109を読んでおく。 

事後学習 第 7章おさらいテスト問 1～問 3 

第２０回 
第 7章 よく起こる事故について知ろう 

（安全への配慮・安全管理・安全教育） 

事前学習 テキスト pp.109～118を読んでおく。 

事後学習 グループで製作する教材の準備をする。 

第２１回 安全衛生に関する教育と教材の作成（グループワーク） 
事前学習 グループで製作する教材の準備をする。 

事後学習 時間内で教材ができあがるように準備する。 

第２２回 安全衛生に関する教育と教材の作成（グループワーク） 
事前学習 時間内で教材ができあがるように準備する。 

事後学習 来週の発表に向けて発表の準備をする。 

第２３回 安全衛生教育のプレゼンテーション 
事前学習 

発表ができるようにグループ内で打ち合わせを

する。 

事後学習 グループワークと発表の振り返り。 

第２４回 まとめ 
事前学習 授業で配付されたプリントを整理する。 

事後学習 この科目で学んだことを振り返る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） コンピュータサイエンスⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1312 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

試験結果を点数順に並べ替える問題や、選挙結果の集計など、具体的な問題の処理手順をアルゴリズムと

いう。同じコンピュータを使って同じ問題を扱っても、アルゴリズムが異なれば、問題解決に要する処理時

間は大幅に異なる。本講義では、アルゴリズムの善し悪しの評価方法である「オーダ」という概念について

学び、具体的な問題に対する複数のアルゴリズムを開発し、そのオーダの違いを調べる。また、これらのア

ルゴリズムを、C++言語を用いてコンピュータ上で実行することにより、オーダの違いと処理時間の関係を

実感する。 

８．学習目標 
アルゴリズムは、ハードウェアの進歩に左右されない概念である。現在の情報化社会を支えているコンピ

ュータの底に潜む、技術の進歩に左右されない科学としての見方・考え方・方法論を学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

テーマ毎に、授業内容に基づく課題を出題する。課題の内容は、主に教科書や配付資料内の演習問題などか

ら出題され、受講者には授業担当者の指示に従ってレポートを作成および提出することが求められる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

藤原暁宏『情報工学レクチャーシリーズ アルゴリズムとデータ構造』森北出版。 

【参考書】 

講義の中で適宜紹介するとともに、印刷物を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．アルゴリズムとデータ構造の基本的概念を理解しているか。 

２．代表的なアルゴリズムの学習を通じ、コンピュータにおけるデータ処理の基本概念を理解できたか。 

○評定の方法 

試験 50%、提出物（レポート等）30%、受講姿勢 20%で評価。 

※試験を総合演習課題提出にかえて実施する場合がある。 

12．受講生への 

メッセージ 

論理的な思考ができるように普段から心がけること。またプログラムとして動作確認を行うが、ファイル

の操作およびタイピング等基礎的な能力は最低限身に付けておくこと。 

一度の欠席が大きな遅れとなるため、やむを得ず欠席した際は必ず補完しておくこと。 

また、簡単なプログラムにてアルゴリズムの実装を行う。構造的な考え方に慣れること。 

13．オフィスアワー 初回の授業で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 

事前学習 
シラバスと指定教科書の内容を確認し、今後の学習事項について把

握することを求める。 

事後学習 
オリエンテーションで学習した重要事項を学習ノート等に整理し、

記憶の定着を促す。 

第２回 アルゴリズムとは 

事前学習 
「アルゴリズムの概要」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、

本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「アルゴリズムの概要」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第３回 アルゴリズムの設計と評価 

事前学習 
「アルゴリズムの設計と評価」に関する例題及び練習問題を事前に

解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所を把握する。 

事後学習 
「アルゴリズムの設計と評価」の練習問題及び応用問題に取り組み、

学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第４回 
プログラミング演習 

（C, C++の構文） 

事前学習 
「プログラミング演習」に関する箇所を読み、プログラムとは何か

理解する。 

事後学習 
「プログラミング演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深める。 

第５回 
プログラミング演習 

（基本処理） 

事前学習 「プログラミング演習」に関する例題及び練習問題を事前に解く。 

事後学習 
「プログラミング演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深める。 

第６回 
プログラミング演習 

（文字列操作） 

事前学習 「プログラミング演習」に関する例題及び練習問題を事前に解く。 

事後学習 
「プログラミング演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深める。 

第７回 
プログラミング演習 

（関数） 

事前学習 「プログラミング演習」に関する例題及び練習問題を事前に解く。 

事後学習 
「プログラミング演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深める。 

第８回 
探索アルゴリズムと計算量 

（線形探索） 

事前学習 
「探索アルゴリズムと計算量」に関する例題及び練習問題を事前に

解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「プログラミング演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習

内容の理解を深めて記憶する。 



 

 

 

第９回 
探索アルゴリズムと計算量 

（逐次探索） 

事前学習 
「探索アルゴリズムと計算量②」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「探索アルゴリズムと計算量②」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第１０回 
探索アルゴリズムと計算量 

（二分探索、その他） 

事前学習 
「探索アルゴリズムと計算量③」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「探索アルゴリズムと計算量③」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第１１回 
整列アルゴリズムと計算量 

（選択法） 

事前学習 
「整列アルゴリズムと計算量①」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「整列アルゴリズムと計算量①」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第１２回 
整列アルゴリズムと計算量 

（マージソート） 

事前学習 
「整列アルゴリズムと計算量②」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「整列アルゴリズムと計算量②」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第１３回 
整列アルゴリズムと計算量 

（その他 ソート） 

事前学習 
「整列アルゴリズムと計算量③」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「整列アルゴリズムと計算量③」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深めて記憶の定着を促す。 

第１４回 総合演習 

事前学習 
「総合演習」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本時の学

習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「総合演習」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容の理解

を深めて記憶の定着を促す。 

第１５回 講義の総括 

事前学習 
「講義の総括」を前に、これまでの学習内容の中から理解できてい

ない項目がないか教科書及びノート等を見直して確認する。 

事後学習 
「講義の総括」で再学習があると判明した問題を解き直し、理解を

深め、記憶の定着を促す。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） コンピュータネットワークⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT2322 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
科目「コンピュータネットワークⅠ」の内容を学習済みであることを前提とした授業を行う。 

７．講義概要 
現代のインターネットの通信手段の基礎である TCP/IP の仕組みを演習を通して学ぶ。また、ネットワー

ク上のサービス形態として、クライアントサーバモデルと P2P モデルについて学ぶ。 

８．学習目標 
プロトコルの観点から、世界的情報ネットワークであるインターネットの仕組みを理解することを目標と

する。特にIPプロトコル、ルーティングアルゴリズム、TCPプロトコルをマスターする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書および配布資料の演習問題を各章の終了毎に行う。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】小林 浩・江崎 浩著「インターネット総論」共立出版株式会社。 

【参考書】A.S. タネンバウム著『コンピュータネットワーク第 4版』日経 BP社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

プロトコルの観点から、世界的情報ネットワークであるインターネットの仕組みを理解することができたか。 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、課題など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

専門用語が多いため、あらかじめ教科書に目を通し、不明な用語は調べてくること。 

演習問題を多く行う。やり残しや疑問点等は早めに解決すること。 

コンピュータネットワークⅠの内容を理解していることが大前提となる。 

13．オフィスアワー 初回に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
LAN および OSI 階層構造等、コンピュータネ

ットワークⅠの復習 

事前学習 教科書 第 1章 1.1-1.2を読み理解する。 

事後学習 LANおよび OSI階層構造等についての演習課題を解く。 

第２回 インターネットの歴史と運営組織 

事前学習 教科書 第 1章 1.3を読み理解する。 

事後学習 
インターネットの歴史と運営組織についての演習課題を

解く。 

第３回 
インターネット層（1）インターネットプロ

トコル 

事前学習 教科書 第 2章 2.1 を読み理解する。 

事後学習 
インターネットプロトコルの概要についての演習課題を

解く。 

第４回 インターネット層（2）IPアドレスの仕組み 
事前学習 教科書 第 2章 2.2 を読み理解する。 

事後学習 IPアドレスの仕組みについての演習課題を解く。 

第５回 インターネット層（3）経路制御 
事前学習 教科書 第 2章 2.3 を読み理解する。 

事後学習 経路制御についての演習課題を解く。 

第６回 インターネット層（4）演習 
事前学習 過去の講義内容全般の見直し。 

事後学習 教科書 pp.52-53演習課題を解く。 

第７回 物理・データリンク層（1）基礎技術 
事前学習 教科書 第 3章 3.1 を読み理解する。 

事後学習 基礎技術についての演習課題を解く。 

第８回 物理・データリンク層（2）有線系 
事前学習 教科書 第 3章 3.2 を読み理解する。 

事後学習 有線系についての演習課題を解く。 

第９回 物理・データリンク層（2）無線系 
事前学習 教科書 第 3章 3.3 を読み理解する。 

事後学習 無線系についての演習課題を解く。 

第１０回 トランスポート層 (1) 概要 
事前学習 教科書 第 4章 4.1を読み理解する。 

事後学習 無線系についての演習課題を解く。 

第１１回 トランスポート層（2）TCPと UDP 
事前学習 教科書 第 4章 4.2を読み理解する。 

事後学習 TCPと UDPについての演習課題を解く。 

第１２回 トランスポート層（3）TCPと UDP 
事前学習 教科書 第 4章 4.3を読み理解する。 

事後学習 TCPと UDPについての演習課題を解く。 

第１３回 
インターネット上のビジネス・セキュリティ 

次世代のインターネット技術 

事前学習 教科書 第 5.7.10章を読み理解する。 

事後学習 
次世代のインターネット技術についての演習課題を解

く。 

第１４回 システム設計と運用 
事前学習 教科書 第 9章を読み理解する。 

事後学習 システム設計と運用についての演習課題を解く。 

第１５回 総合演習 
事前学習 過去の講義内容全般の見直しを行う。 

事後学習 講義中に配布する、これまでの総合演習課題を解く。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 算数 ／ 算数（幼） （2 単位） 
３．科目番号 

SJMP2382 

SJMP1382 

SJMP1282 ２．授業担当教員 土屋 修 

４．授業形態 講義・演習・実習等 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校算数科の目標「算数的活動を通して、数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び技能を身に

付け、日常の事象について見通しをもち、筋道を立てて考え、表現する能力を育てるとともに、算数的活動
の楽しさや数理的な処理のよさに気付き、進んで生活や学習に活用しようとする態度を育てる。」を踏まえて、
指導する４つの領域、指導する学年の指導内容や指導方法についての講義・演習や今後求められる算数教育

のあり方についての講義・演習。 

８．学習目標 

(1)算数科の目標や学習指導要領の内容を理解する。 
(2)各学年の指導内容について理解し、説明することができる。 

(3)算数科の授業づくりを理解し、自分なりの授業構想を考え説明することができる。 
(4)指導計画作成の意義やその方法のポイントについて理解し、説明することができる。 
(5)算数指導における課題を理解し、その改善のための方法について具体的な方法を踏まえて自らの考えを説 

明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント】 

・自分のこれまでの学習経験を想起し、算数に対するイメージを具体的にまとめておく 

【レポート課題】 

・期末レポートとは、講義及び学習内容をまとめたノートである。このノートは期末試験当日に提出する。 

・担当部分の発表を行うために自分でまとめた資料は、授業に対する積極性とともに、日常の授業における

評価に組み込む。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 算数編』日本文教出版「算数科指導法」でも使用。 

土屋修・佐々木隆宏編著『算数科教育の基礎が分かる本』学術図書 「算数科指導法」でも使用。 

必要に応じて資料を配付する。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領』、文部科学省『幼稚園教育要領』、厚生労働省『保育所保育指針』 

内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』 

講義の中で、適宜参考図書に関して紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・学習内容に関し自ら課題を見つけ、授業中はその解決に向け意欲的に取り組んでいたか。 

・講義内容をまとめるとともに、必要に応じて自ら調べ学習を行うなど、到達目標の達成に向けたレポート

が作成できたか。 

・到達目標にある内容について正しく理解し、説明することができたか。 

○評定の方法 

・日常の授業における評価・・・総合点の 20％（必要に応じて講義の中で小テストを行う場合がある。） 

・期末レポートにおける評価・・総合点の 30％ 

・期末テストにおける評価・・・総合点の 50％ 

なお、授業には必ず出席をすること。 

12．受講生への 

メッセージ 

・自らが算数のよさや楽しさを感じて身に付けていなければ、子供にそれを身に付けさせることはできない。

自分の経験を生かしながら、算数のよさや楽しさを感じ身に付けられるよう教員と学生、学生相互の熱い

議論を期待する。 

・算数を学ぶことは、小学校教諭のみが必要なことではない。子供は小学校に入学する前から、日常生活の

中で数量や図形等に関心をもっている。子供がどのような段階を踏んで数量や図形などの概念を身に付け

ていくのかを理解することは、幼児期の教育や保育に関わる者にとっても、意味があり非常に重要である。 

小学校と中学校の連携についても同様である。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（班編制、発表領域・内容、発表日の決定） 

算数科の目的・目標の変遷 

事前学習 
算数の授業を想起し、楽しかったことやそう

でなかったこと等を具体的にまとめておく。 

事後学習 
算数科の目的・目標の変遷をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第２回 
数学的な見方・考え方と数学的活動 

全国学力・学習状況調査 

事前学習 

数学的な見方・考え方と数学的活動の部分を

読み、内容を把握し、疑問点をまとめておく。 

全国学力学習状況調査問題を解く。 

事後学習 

数学的な見方・考え方と数学的活動及び全国

学力・学習状況調査をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第３回 

数と計算⑴ 

・「数と計算」領域の概要 

・数とその表し方 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑴を読み、内容を把握し、疑問点をま

とめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 



 

 

第４回 

数と計算⑵ 

・加法と減法 

・乗法と除法 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑵の部分を読み、内容を把握し、疑問

点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第５回 

数と計算⑶ 

・小数の意味と表し方 

・小数の計算 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑶の部分を読み、内容を把握し、疑問

点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑶をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第６回 

数と計算⑷ 

・分数の意味と表し方 

・分数の計算 

・式による表現 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑷の部分を読み、内容を把握し、疑問

点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑷をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第７回 

図形⑴ 

・「図形」領域の概要 

・図形を説明することば 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、図

形⑴の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、図形⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第８回 

図形⑵ 

・かたち（平面図形） 

・かたち（空間図形） 

・量（面積、体積） 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、図

形⑵の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、図形⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第９回 

測定⑴ 

・「測定」領域の概要 

・量と測定の基礎 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、測

定⑴の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、測定⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１０回 

測定⑵ 

・長さ、広さ、かさ、重さの測定と単位 

・時刻と時間 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、測

定⑵の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、測定⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１１回 

変化と関係⑴ 

・「変化と関係」領域の概要 

・関数の考え方 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、変

化と関係⑴の部分を読み、内容を把握し、疑

問点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、変化と関係⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１２回 

変化と関係⑵ 

・割合、百分率、単位量あたりの大きさ 

・比、比例、反比例 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、変

化と関係⑵の部分を読み、内容を把握し、疑

問点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、変化と関係⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１３回 

データの活用⑴ 

・「データの活用」領域の概要 

・代表値 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、デ

ータの活用⑴の部分を読み、内容を把握し、

疑問点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返りデータの活用⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１４回 

データの活用⑵ 

・統計的な表やグラフ 

・起こり得る場合、統計的な問題解決 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、デ

ータの活用⑵の部分を読み、内容を把握し、

疑問点をまとめておく。 

事後学習 講義を振り返りデータの活用⑵をまとめる。 

第１５回 まとめと今後の課題 
事前学習 

講義全体を振り返り、これまでの学習をまと

めておく。 

事後学習 学習内容を整理し、期末試験に備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 算数科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2312 

２．授業担当教員 守屋 誠司 

４．授業形態 講義・演習・実習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「算数」を受講済みが望ましい。 

７．講義概要 
小学校算数の目標を踏まえて、算数の授業づくりのための具体的な方法等を学び、実際に学習指導案を作成
する。作成した指導案を活用し、模擬授業を行い指導の実際を体験することで、さらにより良い授業作りの
ための方法について学んでいくとともに、授業を見る視点や授業の改善点を明らかにする手法などを学ぶ。 

８．学習目標 

1. 今求められる算数の授業に関して、現状を踏まえ、自分の考えをまとめることができる。 

2. 求められる算数の授業を踏まえ、自らが理想とする算数の授業づくりのための学習指導案を作成すること
ができる。 

3. 模擬授業等を通して、配慮の必要な児童への対処方法や授業実践上の方法について理解し、説明すること
ができる。 

4. 算数の授業の評価の方法について理解し、説明することができる。 

5. 模擬授業を通して、算数の授業の実践ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１：面積の求積方法をまとめたレポート（A4 3枚） 

課題２：車の製作 

課題３：学習指導案（A4 4枚程度） 

課題４：模擬授業の学習指導案作成と教具の準備（グループごと） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

守屋誠司編著『小学校指導法 算数 改訂第 2版』玉川大学出版部，2019。 

【参考書】 

守屋誠司編著，教科力シリーズ『小学校 算数』玉川大学出版部，2015。 

文部科学省『学習指導要領解説 算数編』東洋館出版。 

講義の中で、適宜参考図書に関しては紹介。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（1）教員に必要な幅広い教養を身につけようとし，領域ごとの内容について，「算数的活動」を通してより

よい授業を行おうとするようになったか。（関心・意欲・態度） 

（2）算数の学習内容の学年・領域間の系統性や児童の実態を十分に考慮して指導計画・評価計画を立案し，

ほぼ国際共通である数学的思考・表現に関する授業の進行・展開等のコミュニケーション能力を高めること

ができたか。（数学的思考・表現） 

（3）算数科の問題解決型の指導案を作成し，学習指導に必要な様々な技能を中心とする教育実践力の基礎を

習得することができたか。（技能） 

（4）数学教育史や今日的課題、子供の発達段階・指導内容毎の特徴等に関する知識を得て、算数科の教材研

究の方法や指導案の作成方法を知り，ICT を活用した授業への理解を深め，算数科の指導者として必要な専

門的知識を習得することができたか。（知識・理解） 

○評定の方法 

本授業の 4つの学習（到達）目標への達成度について，下記の評価対象・方法により総合的に評価を行う。 

上記（1）の関心・意欲・態度について …… 授業への積極的参加度   …… 10％ 

上記（2）の数学的思考・表現について …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

上記（3）の技能について       …… 講義の課題または期末試験  …… 30％ 

上記（4）の知識・理解について    …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

なお，本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の最低条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

① 作業が伴う講義なので，用具（定規，コンパス，分度器等）が必要となる。絶対忘れないようにすること

（事前の講義で連絡します）。 

② 受講者の学力，理解度，作業スピード等によって内容を変更する場合がある。 

③ 期末試験では，各講義で扱った内容の中からいくつかを取り上げて，詳しく記述することを求めるため， 

各講義でしっかりとノートを取り，確実に理解するようにしておくこと。 

13．オフィスアワー 金曜日 16:30-17:30 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・これからの算数数学科教育で求められてい

るもの 

（目標と内容、数学的活動、数学的な見方・
考え方） 

事前学習 
教科書 pp.3-14 を読み、数学教育の目的，算数科の目標
と内容についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、算数科の目
標と内容に関して疑問に感じたことや分からないこと
をまとめる。 

第２回 
・数学教育の歴史 

（戦後の数学教育の重点） 

事前学習 
教科書 pp.24-36 を読み、各指導要領における数学教育
の重点についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習内容に
関して疑問に感じたことや分からないことをまとめる。 

第３回 
・算数科の学習評価に関する基本的な考え方 

（つまずき内容と評価の観点等及びその趣
旨と方法） 

事前学習 
教科書 pp.169-178 を読み、つまずきと学習評価におけ
る留意事項等についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、つまずきに
関する留意事項で疑問に感じたことや分からないこと
をまとめる。 

第４回 ・算数科の教材の捉え方 事前学習 
教科書 pp.65-81 を読み、数と計算領域の教材研究の意
義や方法についてまとめる。 



 

 

（教材研究の意義とその方法） 
事後学習 

授業内容を振り返り理解を深めるとともに、教材研究の
意義や方法に関して疑問に感じたことや分からないこ
とをまとめる。 

第５回 

・算数科の基本的な授業展開 

（子どもの実態を捉えた学習指導のポイン

ト） 

事前学習 
教科書 pp.105-130 を読み、学習指導のポイントについ
てまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導の
ポイントに関して疑問に感じたことや分からないこと
をまとめる。 

第６回 

・算数科における学びの質を向上させる授業

展開 

（数学的活動，主体的・対話的で深い学びの
在り方） 

事前学習 
教科書 pp.199-213 を読み、数学的活動と主体的・対話
的で深い学びとの関係についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、主体的・対
話的で深い学びに関して疑問に感じたことや分からな
いことをまとめる。 

第７回 
・算数科の学習指導の技術 

（教育効果を高める ICT の活用法と教材づ
くり） 

事前学習 
教科書 pp.231-143 を読み、教材、教育環境・教育機器
の充実についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、教材、教育
環境・教育機器の充実に関して疑問に感じたことや分か
らないことをまとめる。 

第８回 
・算数科の学習指導案の作成（１） 

（単元の目標、評価規準、考察（教材観、児
童の実態、指導方針）） 

事前学習 
教科書 pp.215-226 を読み、単元の目標、評価規準、考
察についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導案
について指定されたところまで作成する。 

第９回 

・算数科の学習指導案の作成（２） 

（単元の指導及び評価計画、本時の展開と板

書計画） 

事前学習 
教科書 pp.227-131 を読み、単元の指導及び評価計画、
本時の展開と板書計画についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導案
について指定されたところまで作成する。 

第１０回 
・模擬授業と模擬授業研究会（１） 

（A「数と計算」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１１回 
・模擬授業と模擬授業研究会（２） 

（B「図形」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１２回 
・模擬授業と模擬授業研究会（３） 

（C「測定」領域（1～3 年）の指導のポイン
ト） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１３回 

・模擬授業と模擬授業研究会（４） 

（C「変化と関係」領域（4～6 年）の指導の

ポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１４回 
・模擬授業と模擬授業研究会（５） 

（D「データの活用」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１５回 

・より良い授業づくりのための授業改善の視

点 

（模擬授業と模擬授業研究会のまとめ） 

事前学習 
これまでの模擬授業について、事後学習で取り組んでき
た参考になった点や改善すべき点をまとめる。 

事後学習 
学習指導案の作成の意義とその方法について、また、模
擬授業や模擬授業検討会から学んだことについて整理
し、より良い授業をつくるためのポイントをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 算数科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP2292 

SJMP3293 
２．授業担当教員 丹 洋一 

４．授業形態 講義・演習・実習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
小学校算数の目標を踏まえて、算数の授業づくりのための具体的な方法等を学び、実際に学習指導案を作成
する。作成した指導案を活用し、模擬授業を行い指導の実際を体験することで、さらにより良い授業作りの

ための方法について学んでいくとともに、授業を見る視点や授業の改善点を明らかにする手法などを学ぶ。 

８．学習目標 

1. 今求められる算数の授業に関して、現状を踏まえ、自分の考えをまとめることができる。 

2. 求められる算数の授業を踏まえ、自らが理想とする算数の授業づくりのための学習指導案を作成すること

ができる。 
3. 模擬授業等を通して、配慮の必要な児童への対処方法や授業実践上の方法について理解し、説明すること
ができる。 

4. 算数の授業の評価の方法について理解し、説明することができる。 
5. 模擬授業を通して、算数の授業の実践ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 講義内容に関する内容をまとめる課題を講義中に課す。 

2. 中間レポートとして、各領域から選択した内容についての学習指導案（略案）を作成する。 

3. 期末レポートとして、改善した学習指導案の本案（指導・評価計画を含む）を提出する。 

  なお、レポートの一部は他の履修者にも公開して模擬授業を行ない、その後の討論における資料とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『学習指導要領解説 算数編』東洋館出版（「算数」に引き続き使用する）。 

守屋誠司編著『小学校指導法 算数』玉川大学出版部、2019。 

【参考書】 

講義の中で、適宜参考図書に関しては紹介。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（1）教員に必要な幅広い教養を身につけようとし，領域ごとの内容について，「算数的活動」を通してより

よい授業を行おうとするようになったか。（関心・意欲・態度） 

（2）算数の学習内容の学年・領域間の系統性や児童の実態を十分に考慮して指導計画・評価計画を立案し，

ほぼ国際共通である数学的思考・表現に関する授業の進行・展開等のコミュニケーション能力を高めること

ができたか。（数学的思考・表現） 

（3）算数科の問題解決型の指導案を作成し，学習指導に必要な様々な技能を中心とする教育実践力の基礎を

習得することができたか。（技能） 

（4）数学教育史や今日的課題、子供の発達段階・指導内容毎の特徴等に関する知識を得て、算数科の教材研

究の方法や指導案の作成方法を知り，ICT を活用した授業への理解を深め，算数科の指導者として必要な専

門的知識を習得することができたか。（知識・理解） 

○評定の方法 

本授業の 4つの学習（到達）目標への達成度について，下記の評価対象・方法により総合的に評価を行う。 

上記（1）の関心・意欲・態度について …… 授業への積極的参加度   …… 10％ 

上記（2）の数学的思考・表現について …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

上記（3）の技能について       …… 講義の課題または期末試験  …… 30％ 

上記（4）の知識・理解について    …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

なお，本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の最低条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

児童が主体的で学びに熱中できる算数科の授業を、自信を持って行えるようになるために、授業の準備と進

行展開の仕方について、この講義を通して習得してほしい。 

１． 学生証を必ず持参し，授業中は机上に提示しておくこと。（出席点検・加減点に使用するため。） 

２． 正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

３． 私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

４． 毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

５． 試験勉強・受験勉強で役立つよう，学習したページには付箋を貼ること。 

13．オフィスアワー Office-Hourは第 1回に提示する。予約済時間で無駄足にならぬよう，E-mailで Appointmentをとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・これからの算数数学科教育で求められて

いるもの 

（目標と内容、数学的活動、数学的な見方・
考え方） 

事前学習 
教科書 pp.21-32 を読み、算数科の目標と内容についてま
とめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、算数科の目
標と内容に関して疑問に感じたことや分からないことを
まとめる。 

第２回 

・算数科の指導の実際 

（子どものつまずきとそれを踏まえた指導

上の留意点） 

事前学習 
教科書 pp.33-71 を読み、各学年の学習内容の概観につい
てまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、各学年の学
習内容に関して疑問に感じたことや分からないことをま
とめる。 

第３回 

・算数科の学習評価に関する基本的な考え

方 

（評価の観点等及びその趣旨と方法） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、学習評価における留意事項
等についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習評価に
おける留意事項に関して疑問に感じたことや分からない
ことをまとめる。 



 

 

第４回 
・算数科の教材の捉え方 

（教材研究の意義とその方法） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、教材研究の意義や方法につ
いてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、教材研究の
意義や方法に関して疑問に感じたことや分からないこと
をまとめる。 

第５回 

・算数科の基本的な授業展開 

（子どもの実態を捉えた学習指導のポイン

ト） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、学習指導のポイントについ
てまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導の
ポイントに関して疑問に感じたことや分からないことを
まとめる。 

第６回 

・算数科における学びの質を向上させる授

業展開 

（主体的・対話的で深い学びの在り方） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、主体的・対話的で深い学び
についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、主体的・対
話的で深い学びに関して疑問に感じたことや分からない
ことをまとめる。 

第７回 
・算数科の学習指導の技術 

（教育効果を高める ICT の活用法と教材づ
くり） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、教材、教育環境・教育機器
の充実についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、教材、教育
環境・教育機器の充実に関して疑問に感じたことや分か
らないことをまとめる。 

第８回 
・算数科の学習指導案の作成（１） 

（単元の目標、評価規準、考察（教材観、
児童の実態、指導方針）） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、単元の目標、評価規準、考
察についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導案
について指定されたところまで作成する。 

第９回 

・算数科の学習指導案の作成（２） 

（単元の指導及び評価計画、本時の展開と

板書計画） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、単元の指導及び評価計画、
本時の展開と板書計画についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導案
について指定されたところまで作成する。 

第１０回 
・模擬授業と模擬授業研究会（１） 

（A「数と計算」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１１回 
・模擬授業と模擬授業研究会（２） 

（B「図形」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１２回 
・模擬授業と模擬授業研究会（３） 

（C「測定」領域（1～3 年）の指導のポイ
ント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１３回 

・模擬授業と模擬授業研究会（４） 

（C「変化と関係」領域（4～6 年）の指導

のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１４回 
・模擬授業と模擬授業研究会（５） 

（D「データの活用」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１５回 

・より良い授業づくりのための授業改善の

視点 

（模擬授業と模擬授業研究会のまとめ） 

事前学習 
これまでの模擬授業について、事後学習で取り組んでき
た参考になった点や改善すべき点をまとめる。 

事後学習 
学習指導案の作成の意義とその方法について、また、模
擬授業や模擬授業検討会から学んだことについて整理
し、より良い授業をつくるためのポイントをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） システム設計演習 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3316 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「システム設計」の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

可能であれば何らかのプログラミング言語を用いた経験（授業等で簡単に触れた程度で可）があることが望

ましい。本科目では、プログラミング言語としてJavaを利用する。 

７．講義概要 

ソフトウェア開発において、UML 図は主流だといえるが、いかに優れた設計ツールを使えても、それを実

現する方法を知らなければあまり意味を成さない。 

本科目では、UML で記述された図を元に、クラスやインターフェースを JAVA プログラミング言語で記述

し、実際のプログラムの実装法を行う。 

８．学習目標 
JAVA言語を学習し、開発環境としてEclipseを使って簡単なシステムを設計する。また、JAVA言語とUML

との関係をよく理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

自分が作成したいシステムを考え、それについてUML図を作成するとともに、オブジェクト指向の考え方を踏

まえてJavaで実装する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

中山清喬・ 国本大悟『スッキリわかる Java入門 第 3版』インプレス、2019。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

河合昭男『ゼロからわかる UML超入門 [改訂 2版] (かんたん IT基礎講座)』技術評論社、2017。 

高橋麻奈『やさしい Java 第 7版』SBクリエイティブ、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学修目標に掲げた点①、②、③は達成できたか。 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出された課題 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

春期科目「システム設計」では、UML 図を使ったシステム設計を学んだ。しかし、設計したシステムは実装

しなければ活用できない。本科目ではシステムを設計し、それをプログラミング（Java言語）によって実装

するところまでを扱う。自分が設計したシステムを自分で実装し、それが実際に動作する経験を積み重ねて

ほしい。また、近年のシステム開発で多用されているオブジェクト指向についても、その概要を理解し、実

際に活用できるようになることを目指す。 

期末試験は実施せず、授業で提出された課題作品を用いて最終評価を行う。 

教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識・技能を学ぶ科目であるため、専門用

語等が多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解することがで

きる学習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

Javaによるプログラミングの基礎、オブジ

ェクト指向とは何か 

事前学習 教科書の第 1章と第 7章を読んでおく。 

事後学習 
オブジェクト指向とは何か、その特徴（利点）を踏まえて

説明できるようになる。 

第２回 

プログラミング環境の構築 

Eclipse の操作、簡単なプログラムの作成

と実行 

事前学習 教科書の付録 Aを読んでおく。 

事後学習 

自宅にパソコンがあれば Eclipseをインストールする。 

自宅・大学等のパソコンで、授業で作成したプログラムを

改良する。 

第３回 
プログラミングの基礎 

型、条件分岐、繰り返し、配列 

事前学習 教科書の第 2～4章を読んでおく。 

事後学習 
条件分岐、繰り返しや配列を使った簡単なプログラムを考

えて、自宅・大学等のパソコンで実装する。 

第４回 
オブジェクト指向プログラミング(1) 

インスタンスとクラス 

事前学習 教科書の第 8・9章を読んでおく。 

事後学習 

オブジェクトとは何か、クラスとインスタンスはどのよう

な関係でどのような違いがあるのか、具体例を挙げて説明

できるようになる。 

第５回 
オブジェクト指向プログラミング(2) 

メソッド 

事前学習 教科書の第 5章を読んでおく。 

事後学習 
メソッドを用いた簡単なプログラムを考えて、自宅・大学

等のパソコンで実装する。 



 

 

 

第６回 

オブジェクト指向プログラミング(3) 

クラスやメソッドを用いたプログラムの

作成 

事前学習 教科書の第 9章を読んでおく。 

事後学習 

クラスやメソッドを用いたプログラムについて、授業で作

成したもの以外の例を考え、自宅・大学等のパソコンで実

装する。 

第７回 

オブジェクト指向プログラミング(4) 

継承、インタフェース、多態性、カプセル

化の基礎 

事前学習 
教科書の第 10～13章を読んでおく。詳細については次回以

降で扱うため、この段階では全体像を把握していればよい。 

事後学習 

継承、インタフェース、多態性、カプセル化について、オ

ブジェクト指向プログラミングにおける必要性を説明でき

るようになる。 

第８回 
オブジェクト指向プログラミング(5) 

継承の実際 

事前学習 教科書第 10章をより深く読んでおく。 

事後学習 継承を用いた簡単なプログラムを実装する。 

第９回 
オブジェクト指向プログラミング(6) 

高度な継承とインタフェースの実際 

事前学習 教科書第 11章をより深く読んでおく。 

事後学習 高度な継承を用いた簡単なプログラムを実装する。 

第１０回 
オブジェクト指向プログラミング(7) 

多態性の実際 

事前学習 教科書第 12章をより深く読んでおく。 

事後学習 多態性を用いた簡単なプログラムを実装する。 

第１１回 
オブジェクト指向プログラミング(8) 

カプセル化の実際 

事前学習 教科書第 13章をより深く読んでおく。 

事後学習 カプセル化を用いた簡単なプログラムを実装する。 

第１２回 
UMLとプログラミング(1) 

UML図と実際のプログラムの関係 

事前学習 UML（クラス図、オブジェクト図等）について復習しておく。 

事後学習 
これまで作成した Javaプログラムについて、UML図で表す

とどのように表現できるか検討する。 

第１３回 
UMLとプログラミング(2) 

UML図からプログラムを作成する 

事前学習 UML図とプログラムの関係について復習しておく。 

事後学習 
簡単なシステムを想定して UML 図を作成し、実際に Java

でプログラムを実装する。 

第１４回 
課題プログラミングの実装(1) 

UML図の作成とプログラミング 

事前学習 
これまで学んできた Javaの知識について復習し、わからな

い部分を整理しておく。 

事後学習 

次回授業で課題を完成させることができるように計画を見

直し、間に合わない場合は自宅・大学等のパソコンで課題

作成作業を進める。 

第１５回 
課題プログラミングの実装(2) 

授業のまとめ 

事前学習 自宅・大学等のパソコンで課題作成作業を進めておく。 

事後学習 UML図、プログラムを完成させ、最終課題として提出する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 死生学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1332 

２．授業担当教員 鈴木 康明 

４．授業形態 講義を中心とするが主題によっては演習を行う場合がある。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

Death Education デス・エデュケーション（生と死から学ぶいのちの教育）を枠組みに、死、生、性の

事柄について多角的に考える。また、Grief Education グリーフ・エデュケーション（悲嘆教育）も内容に

含み、死別の悲しみとそのかかわりについても学ぶ。これらの学びを通して、人間の尊厳について、存在の

かけがえなさについて、異質性と普遍性についてなどを理解することで、関係存在としての自らを見つめ直

す。 

８．学習目標 

１ 死、生、性、悲嘆を学ぶことで、一人一人の存在のかけがえのなさについて理解する。 

２ あわせて、人間は単独では存在できない関係存在であることについて理解する。 

３ これらから、生きていくことに対する肯定的な考え方の形成を目指す。 

４ さらに、対人援助を志す「福祉、教育、心理」を学ぶ受講者のかかわり技術の形成を目指す。 

５ ただし、技術は人間性により支えられるものであり、深く思索するパーソナリティの形成も目指す。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：新聞、インターネットなどから幅広く「生命の尊厳」に関する情報の収集を行う。 

課題：それについての自分の意見をまとめる。 

→単元終了後にレスポンスシートを作成する。 

レポート課題：死生学の講義を通し、関心をもった事柄を取り上げ内容と自分の考えをまとめる。Ａ４40字

×40行、2枚程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

鈴木康明著『生と死から学ぶ』北大路書房。 

【参考書】 

鈴木康明監修『いのちの本』学研。 

若林一美著『死別の悲しみを超えて』岩波書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．死生学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．肯定的な人間観、人生観を形成するための努力をしようとしているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題レポート      総合点の６０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

パスカルは、「人間は、死と不幸と無知とを癒すことができなかったので、幸福になるために、それらのこ

とについて考えないことにした」（『パンセ』中央公論社・世界の名著）と述べておりまさに至言である。 

しかし、だからこそそれらについて受講者と考えてみたいのである。そのためには受講者一人一人の思考

力、創造力、問題解決能力が必要であり、その形成を目指し、次の事柄を遵守することを望む。 

１．常に高い緊張感と集中力を保って受講し、自己鍛錬を怠らない。 

２．質問、発表を積極的に行い、主体性の形成に勤しむ。 

３．欠席、遅刻、早退をしないことで自己管理力をつける。 

４．勝手な退室や、講義に関係のない振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などをせず、常にセ

ルフモニタリングにつとめる。 

 

なお、明らかに態度が悪いと判断された場合厳格な指導が行われる。その後も改善されない場合は全出席

であってもＦ評価になることを理解しておく。 

 

また教員は次のことを実行する。 

１．講義の目的を明確にし、シラバスに沿って講義する。 

２．声の大きさや話し方など、受講者の聞きやすさ、わかりやすさについて配慮する。 

３．討議や演習など受講者が積極的に講義に参加できる環境を作る。 

４．受講者の質問には誠実に対応する。 

５．受講者が上記のメッセージ１～４が守らない場合、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業内にて周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

・講義の目的と内容、評価について 

・受講態度と自己教育力について 

→座席、私語 etc. 

事前学習 受講動機を確認しておく。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第２回 

（１）BEING 今在ること   

・胎児条項と優生思想を中心に、いのちの「優劣」とは

なにかについて考える。 

→ペアワーク 話し合い 

事前学習 教科書 pp.1～11を読み要点を整理しておく。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

  



 

 

第３回 

・ダウン症と中絶を中心に、存在する「価値」について

考える。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 p.12、資料 2を読みぞれについての意

見をまとめる。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第４回 

（２）NOW  AND  HERE 今を生きる   

・生涯にわたる発達と取り上げ、「関係存在」としての

人間を考える。 

→ペアワーク 話し合い 

事前学習 
教科書 pp.20～28 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第５回 

・「青年期」の課題からこれからの自らのあり方を考え

る。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 p.31、資料 2を読みそれについての意

見をまとめる。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第６回 

（３）PILOT 先を生きる人々   

・「老い」を理解し、高齢者へのかかわりについて考え

る。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 pp.40～56 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 
教科書 pp.29～31を読みそれについての意見

をまとめる。 

第７回 

（４）SALAD  BOWL ともに生きる 

・異質性の課題から対人関係構築能力と「多文化共生」

について考える 

→グループワーク 演習（ある物語） 

事前学習 
教科書 pp.59～67 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第８回 

（５）BE THERE ホスピスから学ぶ 

・悪性新生物と痛みの事柄から、「かかわり」の意味に

ついて考える。 

→ペアワーク 話し合い 

事前学習 
教科書 pp.76～84 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第９回 

・ホスピス緩和ケアの活動からかかわりの意味について

考える。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 p.86、資料 2を読みそれについての意

見をまとめる。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１０回 

（６）LOST  AND  GAIN 死別の悲しみ 

・「悲嘆と哀悼」から、人間存在の意義について考える。 

→ペアワーク 演習（かかわり技術） 

事前学習 
教科書 pp.104～108を読みそれについての意

見をまとめる、 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１１回 

・「グリーフケア」の理論と技術から、対人援助の意義

について学ぶ。 

→ペアワーク 演習（かかわり技術） 

事前学習 
教科書 pp.94～103 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１２回 

（※）東日本大震災から 

・自らの「これからの生き方」について考える。 

→スライド 

事前学習 2011年 3月 11日の行動を想起しておく。 

事後学習 グループワーク わかちあいの体験 

第１３回 

（７）GIFT 賜物 

・デス・エデュケーションとグリーフ・エデュケーショ

ンの現状と課題について考える。 

→グループワーク 情報交換 

事前学習 
教科書 pp.118～127を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１４回 

（８）WILL  AND  WISH 

・臓器移植、「長寿願望」から人間の尊厳について考える。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 pp.136～144を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１５回 

（※）ダギーセンターから 

・親を亡くした子どもの悲しみとかかわりについて考える。 

→ＤＶＤ 

→グループワーク 討議 

事前学習 
これまでの講義を通して考えたこと、気がつ

いたことをまとめておく。 

事後学習 小論文作成 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 肢体不自由教育Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2452 

SCMP2452 

SBMP2452 

SPMP2452 
２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

本科目では、肢体不自由児の特徴を理解するとともに、児童生徒一人ひとりのニーズに応じた支援や教育
のあり方、指導計画の立て方、指導の実際、評価など、それぞれの留意点について論じる。また、重度重複
障害や医療的ケアを要する児童生徒への医療との連携による教育のあり方、肢体不自由児の自立を目指した

教育を実践していくうえで、将来的展望に立って、教師に求められる役割や、指導、支援のあり方について
考察する。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

① 肢体不自由児の発育・発達・健康特性に関する基礎知識 
② 肢体不自由児教育の歴史と今日的な課題 
③ 重度重複障害児のニーズに応じた指導と医療的ケア 

④ 自立活動の意義や肢体不自由児の具体的な指導のあり方 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

脳性まひの種類と発達特性について（1200字程度）。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】安藤隆男・藤田継道編著『よくわかる肢体不自由教育』ミネルヴァ書房、2015。 
【参考書】竹田一則著『やさしい医学・生理学』ジアース教育新社、2010。 
＊その他、配布資料、VTRなどを用いて授業を進めていく。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．肢体不自由教育における自立活動を理解し、説明できるか。    

２．自立活動の個別の指導計画や指導案づくりを理解し、現場に対処できるようになっているか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の４０％ 

２ レポート（模擬授業、テストを含む）          総合点の６０％ 

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

12．受講生への 
メッセージ 

肢体不自由児教育の歴史を振り返りながら、「特別支援学校」における教育のあり方を考えていきましょう。
自ら問題意識を持ち、積極的に仲間と協議しながら、肢体不自由児教育の基本姿勢を学び、具体的な教育計
画が立てられるようにしていきましょう。 
＊授業には、自らの問題意識を持ち、仲間と協議する気持ちで臨みましょう。様々な人の意見を聴きながら、
自分の考えをまとめていけるようにしていきましょう。 
授業中の私語、携帯電話の作動は禁止します。節度のある態度で授業に臨みましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
本講義を進行する上での遵守事項の確認 
肢体不自由児教育のあゆみ 

事前学習 受講に際し「シラバスの 12」を理解し留意する。 

事後学習 
肢体不自由児教育のあゆみを振りかえり、まとめ
る。 

第２回 
肢体不自由児の実態と肢体不自由教育の実際 
肢体不自由児の教育①普通学級・特別支援学級の教育 

事前学習 肢体不自由の言葉の意味を確認し、まとめる。 
事後学習 肢体不自由児の教育の「場」についてまとめる。 

第３回 
肢体不自由児の教育②特別支援学校の教育 
脳性まひ児の運動発達と教育的支援について① 

事前学習 脳性まひの概念をまとめる。 
事後学習 脳性まひの特性についてまとめる。 

第４回 
脳性まひ児の運動発達と教育的支援について② 
肢体不自由児の二次障害について 

事前学習 定型発達児の運動発達について確認し、まとめる。 
事後学習 肢体不自由児の二次障害についてまとめる。 

第５回 
肢体不自由教育の教育課程について 
自立活動における取り組み① 
医療的ケアについて 

事前学習 
教育における医療的ケアとはどんなものか考え、まとめ
る。 

事後学習 特別支援学校の「自立活動」についてまとめる。 

第６回 
自立活動における取り組み② 
「個別の指導計画」について① 

事前学習 「個別の指導計画」とは何か調べ、まとめる。 
事後学習 「個別の指導計画」作成の意義をまとめる。 

第７回 
「個別の指導計画」について② 
家庭・地域との連携による教育の充実 

事前学習 
家庭・地域で何が「資源」であるか考え、まとめ
る。 

事後学習 家庭・地域との連携を考えまとめる。 

第８回 
まとめ 
肢体不自由児教育のあゆみ① 

事前学習 第１回の講義ノートを振り返りまとめる。 
事後学習 肢体不自由児教育に尽力した人名を確認する。 

第９回 
肢体不自由児教育のあゆみ② 
肢体不自由児の実態と肢体不自由教育の実際 

事前学習 第２回の講義ノートを振り返りまとめる。 
事後学習 本講義内容の課題について考えまとめる。 

第１０回 
肢体不自由児の教育①普通学級・特別支援学級の教育 
肢体不自由児の教育②特別支援学校の教育 

事前学習 特別支援教育の概要を振り返りまとめる。 
事後学習 本講義内容の課題について考えまとめる。 

第１１回 
脳性まひ児の運動発達と教育的支援について③ 
脳性まひ児の運動発達と教育的支援につい④ 

事前学習 第３回の講義内容を振り返りまとめる。 
事後学習 本講義内容の課題について考えまとめる。 

第１２回 
肢体不自由児の二次障害について 
教育における医療的ケアについて 

事前学習 第４回の講義内容を振り返りまとめる。 
事後学習 教員が行える医療行為について理解する。 

第１３回 「学習指導案」の作成① 
事前学習 第５回の講義内容を振り返りまとめる。 
事後学習 本講義内容の課題について考えまとめる。 

第１４回 「学習指導案」の作成② 
事前学習 第１３回の作成状況を確認しておく。 
事後学習 学習指導案の課題について考え、まとめる。 

第１５回 「学習指導案」の発表 
事前学習 発表の準備を確実にしておく。 
事後学習 発表後の課題について考え、まとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1101 

SSMP2102 

SCMP2302 

SBMP2302 
２．授業担当教員 西村 彩恵 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、演習、プレゼンテーション、 

学外調査 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
児童・家庭福祉論Ⅱを履修予定のものは、履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

急速に進む少子高齢社会に対応した児童や家庭に対する支援と今後の児童・家庭福祉のあり方について、

子ども家庭福祉の原理、理念、権利保障、子ども家庭福祉にかかわる法制度、福祉・保健施策、子ども家庭

への援助活動など、基本的なことを体系的に学習する。特に、子ども家庭福祉にかかわる施策分野について

は、グループでの学習を重視する。また、学外での調査も取り入れ、学生が教室内だけの理解から、地域や

社会と関係した視点から問題が把握できるように援助する。併せて、社会福祉士国家試験に対応できる授業

内容とする。 

授業の進め方は、講義を基にグループでのディスカッション、演習等を多く取り入れたものにする。 

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性を理解する。 

・子ども家庭の福祉の原理・理念・権利保障について理解する。 

・児童福祉の歴史について理解を深める。 

・子ども家庭の福祉にかかわる法制度及び具体的施策について理解する。 

・子ども家庭への相談・援助活動、地域援助活動等について理解を深める。 

現在の日本における児童・家庭福祉の課題について理解を深めるとともに、社会に出た時に活用できる発

想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．グループでの討議を行い、授業内容を踏まえて考察したものを提出する(各回実施予定)。 

２．授業での学習成果として、レポートを作成・提出する(「私が考える子ども家庭福祉について」)。 

グループディスカッション・発表を適宜行うため、真摯に学ぶ姿勢と主体的な参加が求められる。そのた

め、グループディスカッション・発表での姿勢も授業への貢献度として加味する(授業内でプリントを配布

する。また、資料映像も適宜使用する予定)。シラバスの「学習課題」の提出は原則として求めないが、配布

するプリントは、ファイリングして予習・復習の際に各自で活用すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集 

『新・社会福祉士養成講座 15 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』第７版 中央法規出版。 

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．児童家庭福祉の全体像を、講義やグループ討議、レポート作成を通して理解し、説明ができるようにな

る。 

２．グループ活動を通じて、思考力を高め、問題発見・問題解決力などの能力を培う。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（デスカッション・発表）        総合点の３０％ 

２ 日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査）    総合点の３０％ 

３ 課題レポート                       総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

近年、少子化や子ども虐待、ドメスティック・バイオレンス、貧困、外国籍の子どもとその家庭への支援、

地域子育て支援の充実などの問題を受け、子どもを健全に育てるための施策の重要性が増している。子ども

家庭福祉とは何か、なぜ重要なのかということについて考えていく(資料映像も適宜使用する予定)。 

授業を進めるにあたり、下記の３つの項目に留意すること。また、授業の進捗状況・理解度、受講者数に

応じて、授業内容等を変更する場合がある。 

１．遅刻、欠席に注意し、やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。なお、遅延の場

合は遅延証明書を当日又は次回授業までに担当教員に提出すること。遅延の累積回数が多い場合には、

遅延を認めない場合もある。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、その他授業を妨げる行為は慎むこと。減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 
事前にメールでアポイントメントを取って下さい。後日、オフィスアワーをお知らせします。 

研究室：6号館 6階 613 メールアドレス：sanishim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：授業の進め方について 

子ども家庭福祉の理念 

事前学習 

配布資料を綴じるファイルを用意する。教科書 pp.2～

10 を事前に読み、子ども家庭福祉の理念について考え

ておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子ども家庭福祉の理念と概念につ

いて要約し、自分の考えをまとめる。 

第２回 子ども家庭福祉の歴史的変遷と諸外国の動向 

事前学習 
教科書 pp.19～32 を事前に読み、子ども家庭福祉の歴

史的変遷と諸外国の動向について考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子ども家庭福祉の理念と概念につ

いて要約し、自分の考えをまとめる。 



 

 

第３回 子どもの人権擁護 

事前学習 
教科書 pp.11～18 を事前に読み、子どもの人権擁護につ

いて考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子どもの人権擁護について要約

し、自分の考えをまとめる。 

第４回 現代社会の子ども・家庭 

事前学習 
教科書 pp.34～53 を事前に読み、子どもや子育て家庭

を取り巻く環境について考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、現代社会の子ども・家庭について、

自分の考えをまとめる。 

第５回 

子ども家庭福祉にかかわる法制度  

①子ども家庭福祉の計画的進展と子ども・子育て

支援制度の創設 

事前学習 
教科書 pp.56～121 を事前に読み、事前に児童福祉関連

の法律を調べておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子ども・子育て支援制度について

整理する。実際に児童福祉法を手に取ってみる。 

第６回 
子ども家庭福祉にかかわる法制度  

②子ども家庭福祉の法体系・実施体制・財政 

事前学習 

教科書 pp.56～121 を事前に読み、子ども家庭福祉に関

わる法制度について、身近にある例を調べる。また、国・

県・市町村の役割について調べておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、グループで討議した内容をノート

にまとめる。児童福祉に関する行政機関を調べる。 

第７回 
母子保健 

小テスト(実施予定) 

事前学習 

これまで学習したことをレジュメやノートを基に復習

して、小テストに備える。教科書 pp.127～139 を読ん

で、母子保健について考える。 

事後学習 授業内容をノートにまとめ、自分の見解を添えておく。 

第８回 子どもの健全育成 

事前学習 
教科書 pp.156～164 を読み、子どもの健全育成につい

て考える。 

事後学習 

授業内容をふり返り、現代社会の子ども・家庭について、

自分の考えをまとめる。保健所・保健センターや児童館

などを訪ねてみる。 

第９回 多様な保育ニーズへの対応 

事前学習 
教科書 pp.47～53、pp.165～183 を読み、多様な保育ニ

ーズへの対応について考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、多様な保育ニーズへの対応につい

て、自分の考えをまとめる。 

第１０回 
児童虐待、ドメスティック・バイオレンスとその防

止 

事前学習 
教科書 pp.244～268 を読み、児童虐待、ドメスティッ

ク・バイオレンスについて考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、児童虐待、ドメスティック・バイ

オレンスについて、自分の考えをまとめる。 

第１１回 
社会的養護 

少年非行等への対応 

事前学習 
教科書 pp.207～243 を読み、社会的養護と少年非行等

への対応について考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、社会的養護と少年非行等への対応

について、自分の考えをまとめる。 

第１２回 障がいのある子どもと家族への対応 

事前学習 
教科書 pp.140～155 を読み、障がいのある子どもと家

族への支援について考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、障がい・難病のある子どもへの対

応について、自分の考えをまとめる。 

第１３回 地域における連携・協働とネットワーク 

事前学習 
教科書 pp.270～292 を読み、地域における連携・協働

とネットワークについて考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、地域における連携・協働とネット

ワークについて、自分の考えをまとめる。 

第１４回 少子高齢社会における子ども家庭福祉とは 

事前学習 
少子高齢社会における子ども家庭福祉について、各自情

報収集とこれまでの授業内容のふり返りを行う。 

事後学習 
授業内容をふり返り、少子高齢社会における子ども家庭

福祉について、自分の考えをまとめておく。 

第１５回 全体の総括とレポートの作成 

事前学習 
第 1 回～第 14 回までの内容をふり返り、レポートの作

成に備える。 

事後学習 
第 15 回を含めた講義内容をふり返り、少子高齢社会に

おける子ども家庭福祉について自分の考えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP3101 

SSMP2303 

SCMP2303 

SBMP2303 

SPMP2303 

２．授業担当教員 西村 彩恵 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、演習、プレゼンテーションな

どを取り入れた形態を重視する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
２年以上、児童・家庭福祉論を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

急速に進む少子高齢社会に対応した児童や家庭に対する支援と今後の児童・家庭福祉のあり方について、 

児童・家庭福祉論で学んだ、子ども家庭福祉の原理、理念、権利保障、子ども家庭福祉にかかわる法制度、

福祉・保健施策、子ども家庭への援助活動などを復習した上で、児童・家庭福祉論Ⅱでは、子ども家庭にか

かわる福祉・保健政策について、とりわけ子どもの貧困など、グループでテーマを設定した上で、、学習を

進め、成果を発表する。併せて、社会福祉士国家試験に対応できる授業内容とする。授業の進め方は、授業

開始時に分けたグループでの研究が基本となる。また、学生が授業運営に参画する度合いを増やす。 

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性、児童家庭福祉の制度の全体像を理解し、説

明ができる。 

・グループでの研究を通じて、文献の読み方、資料の集め方、調査の方法を理解し、活用できるようにす

る。 

・グループでの研究を通じて、研究の目的、方法、結論、考察をいった手順を活用できるようにする。 

・グループでの発表を通じてプレゼンテーションの方法を身につける。 

・その他、文章の要約方法、社会に出た時に活用できる発想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーショ

ンなど具体的手法、スキルを授業の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．グループディスカッションを通して、グループごとに研究テーマを設定する。テーマに関する近年の

動向や学術的な知見を含めて整理し、グループでの見解を踏まえてその学習成果を発表する。 

２．授業での学習成果として、発表内容をグループで深め、要約したものを文章でまとめる(研究授業論集)。 

３．授業内容に応じて、グループでの討議内容を踏まえて、自己の見解を文章でまとめ提出する。 

グループディスカッション・発表、研究授業論集の作成を行うため、各自、各グループには真摯に学ぶ

姿勢と、主体的な参加が求められる。また、グループ活動が中心となるため、グループ内で各自の強みを

生かして取り組むことが重要となる。そのため、グループディスカッション・発表、研究授業論集の作成

を含め一連の活動に対する姿勢を、授業への貢献度として加味する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】適宜プリントを配布する。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『新・社会福祉士養成講座 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福

祉論』第 7 版 中央法規出版。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性、児童家庭福祉の制度の全体像を理解し、

説明ができる。 

２．グループでの研究を通じて、研究のスタイルを理解し、活用することができる。 

３．発想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業の中で身につけ、活

用することができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加（調査・ディスカッション・発表）   総合点の４０％ 

２．日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査・提出物） 総合点の３０％ 

３．課題レポート                  総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業を進めるにあたり、下記の 4 つの項目に留意すること。また、授業の進捗状況・理解度、受講者数

に応じて、授業内容等を変更する場合がある。 

１．グループ活動が中心となるため、遅刻、欠席に注意し、やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員

に届け出ること。なお、遅延の場合は遅延証明書を当日又は次回授業までに担当教員に提出すること。

遅延の累積回数が多い場合には、遅延を認めない場合もある。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、その他授業を妨げる行為は慎むこと。減点の対象となる。 

４．グループワークを行うため、全員での取り組みと各自の研究姿勢が求められる。 

13．オフィスアワー 
事前にメールでアポイントメントを取って下さい。オフィスアワーについては、後日お知らせします。 

研究室：6号館 6階 613 メールアドレス：sanishim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション： 

少子高齢社会と次世代育成支援について  

授業の進め方についての説明 

事前学習 

シラバスに目を通し、講義概要、学習目標等について

理解を深める。児童・家庭福祉論で学んだことをふり

返り、子ども家庭福祉に対するイメージを整理して

おく。 

事後学習 

オリエンテーションで説明された内容を確認し、配

布資料をファイルに綴じる。授業内容を復習し、近年

の子ども家庭福祉に関する動向を調べる。 

第２回 現代社会と子ども・子育て家庭の問題   事前学習 子ども・子育て家庭をめぐる問題について、自己の体



 

 

グループによる研究テーマの検討 

（児童福祉法、母子保健、保育、障害・難病、健全

育成、子育て支援、ひとり親家庭、児童の社会的養

護サービス、非行・情緒障害、児童虐待対策、子ど

もへの相談援助活動） 

験やこれまでの学習をふり返り整理する。また、近年

の子ども家庭福祉に関する動向を調べる。 

事後学習 

授業内容を復習した上で、子ども家庭福祉分野の中

で関心のあるテーマや内容の候補を見つけ、それに

関する近年の動向を調べる。 

第３回 
中間発表に向けた準備とその進め方① 

グループによる研究テーマの決定・情報収集 

事前学習 

各グループが発表に向けて、テーマに関する資料を

集めておく。施設訪問をする場合は、事前にアポイン

トメントを取り、調査内容を絞り込む。 

事後学習 

決定したテーマに関して現状を把握するため、関係

資料や取組事例を集める。また、他のグループでの発

表に関する進捗状況を参考にしながら、自分のグル

ープでの中間発表の準備に活かす。 

第４回 
中間発表に向けた準備とその進め方② 

グループによる問題関心の検討 

事前学習 

各グループが発表に向けて情報収集・整理を行い、資

料を作成する。施設訪問をする場合は、事前にアポイ

ントメントを取り、調査内容を絞り込む。 

事後学習 

問題関心の設定を行うための考え方や進め方につい

て確認する。また、他のグループでの発表に関する進

捗状況を参考にしながら、自分のグループでの中間

発表の準備に活かす。 

第５回 
中間発表に向けた準備とその進め方③ 

プレゼンテーションの方法と発表準備 

事前学習 

グループでの発表と質疑応答に備えて、グループで

資料を準備し、発表に向けた手順や担当について確

認する。 

事後学習 

プレゼンテーションの方法について確認した上で、

実際にパワーポイントを作成し練習する。また、他の

グループでの発表に関する進捗状況を参考にしなが

ら、自分のグループでの中間発表の準備に活かす。 

第６回 
中間発表①：現状把握と今後追究するテーマ 

グループによる発表 

事前学習 

各グループが発表に向けて、情報収集とまとめを行

い、資料作りをする。プレゼンテーションの方法につ

いて復習する。発表内容を整理し、役割分担を決めて

発表に備える。 

事後学習 

グループ内で発表内容を整理・吟味し、発表に備え

る。また、各グループでの発表に関するコメントや質

疑応答の内容をノートに記しておく。 

第７回 
中間発表②：現状把握と今後追究するテーマ 

グループによる発表 

事前学習 
各グループが発表に向けて、情報収集とまとめを行

い、資料作りをする。 

事後学習 

事例研究とプレゼンテーションの方法について復習

し、発表内容を整理する。また、各グループでの発表

に関するコメントや質疑応答の内容をノートに記し

ておく。 

第８回 
最終発表の準備とその進め方① 

 グループによる情報収集・整理、事例検討 

事前学習 

中間発表の内容を踏まえて、最終発表に向けて追究

するテーマを絞り込む。施設訪問をする場合は、事前

のアポをきちんと取り、調査内容を絞り込む。 

事後学習 

文献検索など情報収集の方法を踏まえて、資料を探

して読み込み、要点をまとめる。テーマに関する事例

を見つけ、取り上げたい理由、概要、考察をまとめる。 

第９回 
最終発表の準備とその進め方② 

 プレゼンテーションの方法と発表準備 

事前学習 

中間発表の内容を踏まえて、最終発表の内容を整理

する。施設訪問をする場合は事前にアポイントメン

トを取り、調査内容を絞り込む。 

事後学習 

プレゼンテーションの方法について確認した上で、

実際にパワーポイントを作成し練習する。また、他の

グループでの発表に関する進捗状況を参考にしなが

ら、自分のグループでの最終発表の準備に活かす。 

第１０回 
最終発表の準備とその進め方③ 

 研究授業論集の作成方法 

事前学習 

中間発表の内容を踏まえて、最終発表の内容を整理

する。施設訪問をする場合は事前のアポイントメン

トを取り、調査内容を絞り込む。 

事後学習 

研究授業論集の作成方法について確認し、要点をま

とめる。また、他のグループでの発表に関する進捗状

況を参考にしながら、自分のグループでの最終発表

の準備に活かす。 

第１１回 
最終発表①：これまでの学習成果とまとめ 

グループによる学習成果の発表 

事前学習 

各グループが発表に向けて、情報収集とまとめを行

い、資料作りをする。プレゼンテーションの方法につ

いて復習する。最終発表に向けてその内容を整理し、

発表に備える。 

事後学習 

グループ内で発表内容を整理・吟味し、発表に備え

る。また、各グループでの発表に関するコメントや質

疑応答の内容をノートに記しておく。 



 

 

第１２回 

 

 

 

最終発表②：これまでの学習成果とまとめ 

グループによる学習成果の発表 

事前学習 

各グループが発表に向けて、情報収集とまとめを行

い、資料作りをする。プレゼンテーションの方法につ

いて復習する。最終発表に向けてその内容を整理し、

発表に備える。 

事後学習 

グループ内で発表内容を整理・吟味し、研究授業論集

の作成に活かす。また各グループでの発表に関する

コメントや質疑応答の内容をノートに記しておく。 

第１３回 
最終発表③：これまでの学習成果とまとめ 

グループによる学習成果の発表 

事前学習 

各グループが発表に向けて、情報収集とまとめを行

い、資料作りをする。プレゼンテーションの方法につ

いて復習する。最終発表に向けてその内容を整理し、

発表に備える。 

事後学習 

グループ内で発表内容を整理・吟味し、研究授業論集

の作成に活かす。また各グループでの発表に関する

コメントや質疑応答の内容をノートに記しておく。 

第１４回 
グループによる研究授業論集の作成 

グループワークのふり返り 

事前学習 

授業論集の原稿を作成する。グループでの一連の活

動をふり返り、個人での学びだけではなく、グループ

での学びに対する見解を整理する。 

事後学習 

研究授業論集を作成し、授業全体で学んだことを確

認する。特に、グループで作業した内容については、

今後に生かすための視点や今後の課題を見つける。 

第１５回 全体の総括とまとめ 

事前学習 
これまで学習してきた一連のプロセスをふり返り、

研究授業論集の提出に備える。 

事後学習 
講義内容、発表内容を整理して、ノートにまとめる。

資料は全てファイリングする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童生徒指導論（進路指導を含む）（初等） （2 単位） 
３．科目番号 EDTE2106 

２．授業担当教員 河村 明和 

４．授業形態 講義、グループ討議，演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

生徒指導は、一人一人の児童及び生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を
高めることを目指して教育活動全体を通じ行われる、学習指導と並ぶ重要な教育活動である。他の教職員
や関係機関と連携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付ける。

また、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育むキャリア教育の視点に
立った授業改善や体験活動、評価改善の推進やガイダンスとカウンセリングの充実、それに向けた学校内
外の組織的体制に必要な知識や素養を身に付ける。 

８．学習目標 

1. ガイダンスとカウンセリング機能の充実による生徒指導・進路指導・キャリア教育の意義や、原理を理
解する。 

2. 学級・学年・学校における生徒指導の進め方や進路指導・キャリア教育の考え方と指導の在り方を理解

す   

  る。 

3. 生徒指導上の課題の様態と、養護教諭等の教職員、外部の専門家、関係機関等との校内外の連携も含め

た対応の在り方を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・二回のレポート提出を予定している。レポートは生徒指導の目的について、問題行動への具体的な対応

についての内容を想定している。 

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。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

河村茂雄『生徒指導・進路指導の理論と実際‐改訂版‐』図書文化社、2019。 

【参考資料】 

小学校学習指導要領（平成 29年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

児童生徒指導の意義や役割が説明でき、諸問題への対応や改善策が考えられる。 

○評定の方法 

演習課題４０％、学習記録・レスポンスシート３０％、受講態度３０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

教科を中心にした「学習指導」と、全教育活動を通じての「生徒指導」はどちらも大切です。後者の「生

徒指導」は、社会情勢や家庭環境の変化に伴い「いじめ・不登校・児童・生徒の変容と課題が山積してい

ます。教師を目指す皆さんにとって、生徒指導の理論と方法の理解と習得は欠くことの出来ない内容です。

常に課題意識を持ち、積極的・意欲的に授業に臨むよう期待します。 

13．オフィスアワー 第 1 回授業時に周知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
・学校生活を顧みて、生徒指導の先生や生徒
指導の内容について思いだし、どのよう
なことを指導されたのか、自分たちにと
って意義があったことについて話し合
い、生徒指導の目指したものは何か、発表
する。 

事前学習 
シラバスを読み、これまでの学校生活での，生徒指導の 
思い出を整理しておく。 

事後学習 
生徒指導でどのような内容について指導されたのか、指 
導された内容は今の自分にどのように生かされているの 
か整理する。 

第２回 

生徒指導の意義と目的 
・これまで指導されたことや考えた目的と
教科書に書かれている意義目的を比較
し、グループで話し合い、児童生徒にどの
ような指導をすれば、効果的な生徒指導
になるか発表する。 

事前学習 生徒指導の目的について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
生徒指導提要に示されている生徒指導の意義とこれまで 
の指導の結果を比べ、生徒指導の課題についてまとめる。 

第３回 

日常の生徒指導と自己指導能力の育成 
・生きる力を育てる生徒指導と日頃の生活
習慣、規範意識を育てる指導との関連に
ついて資料で調べ、どうすれば一貫性の
ある生徒指導になるかグループで考え合
い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育課程における生徒指導の位置づけ」 
を読んでおく。 

事後学習 

教育課程は，教育の目的を実現するために計画された教 
育計画であることから、学習指導･生徒指導･特別活動な 
ど一貫した考えで進めることが大切であることをまとめ 
る。 

第４回 

教育課程と生徒指導 
・各教科指導における資質・能力の育成と生
徒指導との関連を考え、それぞれの教科
の特色と生徒指導の関連を考え、教科横
断的な資質能力の育成について話し合
い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育課程と生徒指導」を読んで、そのポ 
イントを整理しておく。 

事後学習 
各教科で育成すべき資質・能力と現代に求められる資質 
・能力とを考察した資質能力について発表されたことを 
基に、自分なりにまとめをする。 

第５回 

生徒指導と児童生徒理解 
・指導に欠かせない児童生徒の理解の仕方
や考え方を学び、児童の発達を支える指
導の充実について，グループで話し合い、
要点を発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要「児童生徒の心理と児童生徒理解」を読ん 
でポイントを整理する。 

事後学習 
児童生徒の発達に関する知識を身に付けるとともに、児 
童生徒理解のポイントについて話し合った内容を整理す 
る。 

第６回 

学級経営と生徒指導 
・児童生徒の学校生活を豊かなものにする
ために、学級担任が努力すべきこと、児童
生徒に指導すべき事を資料で調べ、支持
的風土をもつ学級にするために工夫する

事前学習 
学級経営と生徒指導について「学習指導要領解説総則編」 
第４節児童の発達の支援を読んで，学級経営と生徒指導 
について、整理しておく。 

事後学習 
様々な生徒指導に関することは、学級担任の働きによる 
ところが大きいことを整理し、支持的風土を作るために 



 

 

ことについて話し合い、発表す 
る。 

自分だったらどうするのかについてまとめる。 

第７回 

集団指導と個別指導の方法原理 
・生徒指導の目的により、指導の在り方には
多様な方法があることを教科書から学
び、どの場面で，どのような指導が必要か
グループで考え、発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要の「集団指導と個別指導の方法原理」を読 
み、生徒指導の方法を理解しておく。 

事後学習 
集団指導と個別指導の方法、指導の内容等の知識を整理 
し、TPO を踏まえた生徒指導をどのように行うか、まと 
める。 

第８回 

集団指導と場面指導 
・学校でよくある事例を基にグループで事
例を解決するための指導の在り方を、実
際に教師の立場で児童生徒の発達段階を
踏まえ、指導の実技を行う。相互に指導に
ついて評価し合う。 

事前学習 
学校生活の中で、学級担任から指導された事柄について 
思いだし，先生がどのような指導をしてくれたか，振り 
返る。 

事後学習 
学校行事や当番活動、委員会活動等の場面を切り取り、 
５分間でどのように指導したらよいかグループで考え、 
全体指導したことを整理する。 

第９回 

生徒指導と教育相談 
・生徒指導による個別指導と教育相談との
違いや共通性を相互に学び合い、個別指
導の意義や教育相談における意義につい
て学び合う。教育相談がしやすい体制を
どう作るか考え、発表し合う。 

事前学習 
教育相談と生徒指導の違いについて、生徒指導提要を基 
に調べておく。 

事後学習 
生徒指導と教育相談の違いを理解し、双方の意義につい 
てまとめる。過去の経験から、相談しやすい態勢をどう 
作るか自分の考えをまとめる。 

第１０回 

教育相談とその進め方 
・教育相談に大事な考え方やクライアント
への接し方など、様々な技法を調べ、どの
ように活用したらよいか，グループで話
し合い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育相談の進め方」を読み、教育相談の 
考え方や技法を知る。 

事後学習 
教育相談の技法とカウンセリングマインドについて学ん
だことを整理しておく。 

第１１回 

教育相談の実際 
・グループを組んで、カウンセラー、クライ
アント、記録者を決めて、教育相談の実習
を行う。役割意識を持ちどのような相談
ができたのか発表し、よりよい相談につ
いて話し合う。 

事前学習 
自己の大学生活を振り返って、悩みや問題、他に相談し
たいことを考えておく。 

事後学習 
グループでの相談活動、全体での話し合いを踏まえて相 
談活動をどう進めるかまとめる。 

第１２回 

生徒指導上の諸課題への対応 
・生徒指導上の諸課題を知り、その現状を文
科省のデータで確認し、問題解決にはど
のような対応が必要かグループで考え、
発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要の「個別の課題を抱える児童生徒への指導」 
を読み、生徒指導上の課題にはどのようなものがあるの 
か調べておく。 

事後学習 
いじめ、不登校。暴力行為、インターネット等の特徴を 
整理し、みんながまとめた対策について有効な方法につ
いて考える。 

第１３回 

生徒指導に関する法制度 
・いじめや不登校を防いだり、校則など 
の決まりを作ったりするための国として
の対策について法制度を調べ、それらを
有効にするための教員としての役割を考
え、話し合う。 

事前学習 
生徒指導に関わる法律について，教科書を基に調べてお
く。 

事後学習 
青少年の健全育成に関する国の施策等に関心を持ち，そ
の対応について整理まとめる。 

第１４回 

キャリア教育の進め方 ガイダンスとして
の指導 
・生きる力を育む教育を有効に進めるため
に、生徒指導同様キャリア教育が重要に
なっていることを、中教審答申を踏まえ、
ガイダンスの機能を生かした全体指導や
意義について話し合い、重要性をまとめ
る。 

事前学習 
生き方教育としての生徒指導に加え、キャリア教育の理 
念等について小学校キャリア教育の手引き（改訂版）（平
成 22年 1月）等を読み関心を持つ。 

事後学習 

生き方教育としての指導には、様々内容が含まれるが、 
キャリア教育と職業教育の違いについて知るとともに、 
生きていくための汎用的な資質･能力について理解し、自 
己実現に向けた指導ができるようまとめをする。 

第１５回 

教育課程における生徒指導とキャリア教育 
・自己指導能力を育み自己実現を目指す生
徒指導とよりよく生きるための資質能力
を育むためのキャリア教育の共通性をと
らえ、どのような指導が望ましいのか，話
し合い発表する。 

・児童生徒指導論のまとめをする。 

事前学習 
児童生徒指導論で学んだ事柄を整理し，大切なことを振 
り返る。 

事後学習 
自己指導能力を育成するために、どのように生徒指導を 
進めればよいか、自己の考え方についてレポートにまと 
める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童生徒指導論（進路指導を含む）（初等） （2 単位） 
３．科目番号 

SJMP2215 

SJMP3215 

EDTE2306 

EDTE2106 
２．授業担当教員 鈴村 邦夫 

４．授業形態 講義、グループ討議，演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生徒指導は、一人一人の児童及び生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を

高めることを目指して教育活動全体を通じ行われる、学習指導と並ぶ重要な教育活動である。他の教職員
や関係機関と連携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付ける。
また、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育むキャリア教育の視点に

立った授業改善や体験活動、評価改善の推進やガイダンスとカウンセリングの充実、それに向けた学校内
外の組織的体制に必要な知識や素養を身に付ける。 

８．学習目標 

1. ガイダンスとカウンセリング機能の充実による生徒指導・進路指導・キャリア教育の意義や、原理を理

解する。 

2. 学級・学年・学校における生徒指導の進め方や進路指導・キャリア教育の考え方と指導の在り方を理解
す  

  る。 

3. 生徒指導上の課題の様態と、養護教諭等の教職員、外部の専門家、関係機関等との校内外の連携も含め
た対応の在り方を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

下記課題は、授業の連続性の中で位置づけた課題である。各自、参考文献より調査し、独自の考察を求め

る。課題レポート①「生徒指導上の問題行動(いじめ・不登校・暴力行為)の中から一つを選び、その現状、

原因、対応策について述べなさい。」2000字以上(第7回授業時提出) 

課題レポート②「学校教育における生徒指導の意義と役割、これからの生徒指導のあり方について述べな

さい。」2000字以上(第14回授業時提出) 

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。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

小学校学習指導要領（平成 29年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

児童生徒指導の意義や役割が説明でき、諸問題への対応や改善策が考えられる。 

○評定の方法 

演習課題４０％、学習記録・レスポンスシート３０％、受講態度３０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

学校教育において児童生徒指導は、学習指導とともに車の両輪にあたり、どちらも重要です。学習指導

が円滑に行われるには、日ごろの生徒指導がその土台になることは言うまでもありません。教職に就くと

日々児童生徒を理解し、指導の基盤となる指導理論の基礎を踏まえた対応が求められます。児童生徒理解

なしに円滑な学級経営は望めません。事例を基に実践力に結び付くグループ協議や演習を行います。ディ

スカッションやロールプレイを通して、教師を目指す皆さんには、教職の基本となる児童生徒観や指導観

を深めてほしいと思います。教員採用試験の二次面接などでも、実際を想定した場面指導を問われる場合

も増えています。知識や理解を蓄えると同時に実践力の基本の学習にもつながります。 

13．オフィスアワー 授業日の授業のない時間随時(1時間目に伝達) 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
・学校生活を顧みて、生徒指導の先生や生徒
指導の内容について思いだし、どのよう
なことを指導されたのか、自分たちにと
って意義があったことについて話し合
い、生徒指導の目指したものは何か、発表
する。 

事前学習 
シラバスを読み、これまでの学校生活での，生徒指導の 
思い出を整理しておく。 

事後学習 
生徒指導でどのような内容について指導されたのか、指 
導された内容は今の自分にどのように生かされているの 
か整理する。 

第２回 

生徒指導の意義と目的 
・これまで指導されたことや考えた目的と
教科書に書かれている意義目的を比較
し、グループで話し合い、児童生徒にどの
ような指導をすれば、効果的な生徒指導
になるか発表する。 

事前学習 生徒指導の目的について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
生徒指導提要に示されている生徒指導の意義とこれまで 
の指導の結果を比べ、生徒指導の課題についてまとめる。 

第３回 

日常の生徒指導と自己指導能力の育成 
・生きる力を育てる生徒指導と日頃の生活
習慣、規範意識を育てる指導との関連に
ついて資料で調べ、どうすれば一貫性の
ある生徒指導になるかグループで考え合
い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育課程における生徒指導の位置づけ」 
を読んでおく。 

事後学習 

教育課程は，教育の目的を実現するために計画された教 
育計画であることから、学習指導･生徒指導･特別活動な 
ど一貫した考えで進めることが大切であることをまとめ 
る。 

第４回 

教育課程と生徒指導 
・各教科指導における資質・能力の育成と生
徒指導との関連を考え、それぞれの教科
の特色と生徒指導の関連を考え、教科横
断的な資質能力の育成について話し合
い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育課程と生徒指導」を読んで、そのポ 
イントを整理しておく。 

事後学習 
各教科で育成すべき資質・能力と現代に求められる資質 
・能力を考察した資質能力について発表されたことを 
基に、自分なりにまとめをする。 

第５回 

生徒指導と児童生徒理解 
・指導に欠かせない児童生徒の理解の仕方
や考え方を学び、児童の発達を支える指
導の充実について，グループで話し合い、
要点を発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要「児童生徒の心理と児童生徒理解」を読ん
でポイントを整理する。 

事後学習 
児童生徒の発達に関する知識を身に付けるとともに、児 
童生徒理解のポイントについて話し合った内容を整理す
る。 



 

 

第６回 

学級経営と生徒指導 
・児童生徒の学校生活を豊かなものにする
ために、学級担任が努力すべきこと、児童
生徒に指導すべき事を資料で調べ、支持
的風土をもつ学級にするために工夫する
ことについて話し合い、発表す 
る。 

事前学習 
学級経営と生徒指導について「学習指導要領解説総則編」 
第４節児童の発達の支援を読んで，学級経営と生徒指導 
について、整理しておく。 

事後学習 
様々な生徒指導に関することは、学級担任の働きによる 
ところが大きいことを整理し、支持的風土を作るために 
自分だったらどうするのかについてまとめる。 

第７回 

集団指導と個別指導の方法原理 
・生徒指導の目的により、指導の在り方には
多様な方法があることを教科書から学
び、どの場面で，どのような指導が必要か
グループで考え、発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要の「集団指導と個別指導の方法原理」を読 
み、生徒指導の方法を理解しておく。 

事後学習 
集団指導と個別指導の方法、指導の内容等の知識を整理 
し、TPO を踏まえた生徒指導をどのように行うか、まと 
める。 

第８回 

集団指導と場面指導 
・学校でよくある事例を基にグループで事
例を解決するための指導の在り方を、実
際に教師の立場で児童生徒の発達段階を
踏まえ、指導の実技を行う。相互に指導に
ついて評価し合う。 

事前学習 
学校生活の中で、学級担任から指導された事柄について 
思いだし，先生がどのような指導をしてくれたか，振り 
返る。 

事後学習 
学校行事や当番活動、委員会活動等の場面を切り取り、 
５分間でどのように指導したらよいかグループで考え、 
全体指導したことを整理する。 

第９回 

生徒指導と教育相談 
・生徒指導による個別指導と教育相談との
違いや共通性を相互に学び合い、個別指
導の意義や教育相談における意義につい
て学び合う。教育相談がしやすい体制を
どう作るか考え、発表し合う。 

事前学習 
教育相談と生徒指導の違いについて、生徒指導提要を基 
に調べておく。 

事後学習 
生徒指導と教育相談の違いを理解し、双方の意義につい 
てまとめる。過去の経験から、相談しやすい態勢をどう 
作るか自分の考えをまとめる。 

第１０回 

教育相談とその進め方 
・教育相談に大事な考え方やクライアント
への接し方など、様々な技法を調べ、どの
ように活用したらよいか，グループで話
し合い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育相談の進め方」を読み、教育相談の 
考え方や技法を知る。 

事後学習 
教育相談の技法とカウンセリングマインドについて学ん
だことを整理しておく。 

第１１回 

教育相談の実際 
・グループを組んで、カウンセラー、クライ
アント、記録者を決めて、教育相談の実習
を行う。役割意識を持ちどのような相談
ができたのか発表し、よりよい相談につ
いて話し合う。 

事前学習 
自己の大学生活を振り返って、悩みや問題、他に相談し
たいことを考えておく。 

事後学習 
グループでの相談活動、全体での話し合いを踏まえて相 
談活動をどう進めるかまとめる。 

第１２回 

生徒指導上の諸課題への対応 
・生徒指導上の諸課題を知り、その現状を文
科省のデータで確認し、問題解決にはど
のような対応が必要かグループで考え、
発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要の「個別の課題を抱える児童生徒への指導」 
を読み、生徒指導上の課題にはどのようなものがあるの 
か調べておく。 

事後学習 
いじめ、不登校。暴力行為、インターネット等の特徴を 
整理し、みんながまとめた対策について有効な方法につ 
いて考える。 

第１３回 

生徒指導に関する法制度 
・いじめや不登校を防いだり、校則など 
の決まりを作ったりするための国として
の対策について法制度を調べ、それらを
有効にするための教員としての役割を考
え、話し合う。 

事前学習 
生徒指導に関わる法律について，教科書を基に調べてお 
く。 

事後学習 
青少年の健全育成に関する国の施策等に関心を持ち，そ 
の対応について整理まとめる。 

第１４回 

キャリア教育の進め方 ガイダンスとして
の指導 
・生きる力を育む教育を有効に進めるため
に、生徒指導同様キャリア教育が重要に
なっていることを、中教審答申を踏まえ、
ガイダンスの機能を生かした全体指導や
意義について話し合い、重要性をまとめ
る。 

事前学習 
生き方教育としての生徒指導に加え、キャリア教育の理 
念等について小学校キャリア教育の手引き（改訂版）（平
成 22年 1月）等を読み関心を持つ。 

事後学習 

生き方教育としての指導には、様々内容が含まれるが、 
キャリア教育と職業教育の違いについて知るとともに、 
生きていくための汎用的な資質･能力について理解し、自 
己実現に向けた指導ができるようまとめをする。 

第１５回 

教育課程における生徒指導とキャリア教育 
・自己指導能力を育み自己実現を目指す生
徒指導とよりよく生きるための資質能力
を育むためのキャリア教育の共通性をと
らえ、どのような指導が望ましいのか，話
し合い発表する。 

・児童生徒指導論のまとめをする。 

事前学習 
児童生徒指導論で学んだ事柄を整理し，大切なことを振 
り返る。 

事後学習 
自己指導能力を育成するために、どのように生徒指導を 
進めればよいか、自己の考え方についてレポートにまと 
める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童生徒指導論（進路指導を含む）（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2448 

SCMP2448 

SPMP2448 

EDTS2306 

EDTS2106 

２．授業担当教員 攪上 哲夫 

４．授業形態 講義、グループワーク、事例研究、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目の目的は、学校における生徒指導の意義・理論及び方法を理解した上で、他の教職員や関係機関と

連携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付けることである。また、

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法を理解した上で、児童生徒の社会的・職業的自立に向けて必要な

基盤となる資質・能力を育むために必要な知識・技能や素養を身に付けることである。 

 さらに、個別の課題を抱える児童生徒に対する指導のあり方について、事例をとおして理解を深め、現場

で役立つ理論的・実践的なセンスや能力を養うことを目指す。 

８．学習目標 

本科目の目的を達成するために、以下の到達目標を設定する。 

1. ガイダンスの機能の充実による生徒指導の意義・役割について理解する。 

2. 生徒指導（教育相談を含む）の進め方や生徒指導の方法を理解する。 

3. 進路指導の意義・方法及びキャリア教育のねらい・進め方について理解する。 

4. 生徒指導に基づく学級（ホームルーム）経営の方法及び配慮事項等について理解する。 

5. 事例研究を通じて、生徒指導上の諸問題への対応策・改善策について学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．学習進度に応じた小レポートを課す。 

2．中間・期末レポート 各2,000字程度。 

中間レポート①「令和元年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の速報値を分析しな

さい（新速報値に変更する場合あり）」第７回授業時提出 

期末レポート②「若者の就労にかかわる問題を調べ、中学校、高等学校における進路指導・キャリア教育

をどのように進めたらよいか述べなさい。 

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。 

【参考書】 

高橋哲夫著『生徒指導の研究 第三版』教育出版、2009。 

東京福祉大学編『レポート・試験はこう書く 教職科目要説[初等教育編][改訂版]: 小学校教諭をめざす人

のための専門科目・関連科目学習参考例』ミネルヴァ書房、2015。 

東京福祉大学編『レポート・試験はこう書く 教職科目要説[中等教育編][改訂版]: 特別支援学校教諭・養

護教諭・高等学校教諭〔福祉・公民〕をめざす人のための 専門科目・関連科目学習参考例』ミネルヴァ書

房、2015。 

日本生徒指導学会編著『現代生徒指導論』学事出版、2015。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社、2016。 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 総則編』ぎょうせい、2008。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別活動編』東洋館出版社、2008。 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 特別活動編』ぎょうせい、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.生徒指導及び進路指導・キャリア教育の意義や原理を理解しているか。（知識・理解） 

2.生徒指導及び進路指導・キャリア教育に関する今日的課題に関心をもち、自ら進んで課題解決に向けて取

り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

3. 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の指導の進め方に関する理論を理解した上で、個別の事例に対する
指導のあり方について具体的な提案をすることができたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

1. 積極的態度（発言、討議、取り組み等） 総合点の３０％ 

2. レポート等（小課題、試験を含む）   総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生徒指導・進路指導の今日的問題を扱いながら、その理論と実践を織り交ぜながら授業を展開する。生徒指

導・進路指導に関する新聞等の情報及び、政府等の調査会より発表される生徒指導の統計等より、日頃より

生徒指導への関心を向け、学習に生かしてください。 

13．オフィスアワー 第 1回授業の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス  

生徒指導の意義と原理 

・生徒指導の意義と課題 

・生徒指導と発達観や指導観他 

事前学習 

シラバス及び教科書 pp.1~20 を通読し、生徒

指導の意義等の概要をつかみ講義に臨むこ

と。 

事後学習 
講義内容を基に、生徒指導の意義と課題や生

徒指導の重要性についてまとめること。 

第２回 

教育課程と生徒指導 

・教科における生徒指導 

・教科外における生徒指導 

事前学習 教科書 pp.23~39 を通読してくること。 

事後学習 
生徒指導が全教科等を通して実施されるこ

とをまとめ、自己課題を明確にすること。 



 

 

第３回 

児童生徒の心理と児童生徒理解 

・児童生徒理解の基本～集団指導と児童生徒の特性に応

じた対応 

・児童生徒の心理と発達 

事前学習 教科書 pp.40~74 を通読してくること。 

事後学習 
生徒指導は、児童生徒の心理と発達を理解し

て実施することの重要性をまとめること。 

第４回 

学校における生徒指導体制 

・生徒指導体制の基本的な考え方 

・生徒指導の組織―その役割と機能 

事前学習 教科書 pp.75~91 を通読してくること。 

事後学習 
全校指導体制の確立の重要性についてまと

め、自己課題を明確にすること。 

第５回 

教育相談① 

・教育相談の意義 

・教育相談の進め方 

事前学習 教科書 pp.92~126 を通読してくること。 

事後学習 
学校における教育相談の重要性についてま

とめ、自己課題を明確にすること。 

第６回 

教育相談② 

・児童生徒の問題行動の心理環境的背景にあるもの 

・教育相談の技法と実際～DVD 視聴とグループワーク 

・教育相談を進める上での配慮事項～教育相談の計 

画・教育相談体制の構築と問題行動に対する専門機 

関との組織的な取組 

事前学習 
教育相談の進め方について pp.98~117 を通

読してくること。 

事後学習 
学級担任が行う教育相談の技法と実際にお

ける自己課題を明確にすること。 

第７回 

生徒指導の進め方 

・生徒指導における教職員の役割 

・校内規律や安全に係わる問題 

事前学習 教科書 pp.127~151 を通読してくること。 

事後学習 

生徒指導における教職員の役割や安全教育

等についてまとめ、自己課題を明確にするこ

と。 

第８回 

個別の課題を抱える生徒への指導① 

・問題行動の早期発見と効果的な指導 

・発達に関する課題と対応 

・喫煙、飲酒、薬物乱用、少年非行 

事前学習 教科書 pp.152~168 を通読してくること。 

事後学習 
問題行動の早期発見と効果的な指導につい

てまとめ、自己課題を明確にすること。 

第９回 

個別の課題を抱える生徒への指導② 

・いじめ、～DVD 視聴とグループワーク 

・暴力行為、インターネット、携帯電話 

事前学習 教科書 pp.169~177 を通読してくること。 

事後学習 
いじめや携帯電話等にかかわる適切な対応

をまとめ、自己課題を明確にすること。 

第１０回 

個別の課題を抱える生徒への指導③ 

・性に関する問題、命の教育、児童虐待、 

・家出、不登校、中途退学 

事前学習 教科書 pp.178~191 を通読してくること。 

事後学習 
性に関する課題や家出、不登校等に関する対

応をまとめ、自己課題を明確にすること。 

第１１回 

生徒指導に関する法制度等 

・校則、懲戒と体罰、出席停止 

・非行少年の処遇 

事前学習 教科書 pp.192～207 を通読すること。 

事後学習 
生徒指導に関する法制度についてまとめ、自

己課題を明確にすること。 

第１２回 

進路指導・キャリア教育の理論と方法① 

・進路指導の意義と性格 

・進路指導の実態と課題、展望 

事前学習 
自らの進路指導の成果と課題を整理するこ

と。 

事後学習 
進路指導の意義、指導の実態や課題等をまと

め、自己課題を明確にすること。 

第１３回 

進路指導・キャリア教育の理論と方法② 

・キャリア教育の背景・必要性 

・キャリア教育の基礎的な考え方 

事前学習 
進路指導とキャリア教育の違いを考察する

こと。 

事後学習 
キャリア教育の概要をまとめ、自己課題を明

確にすること。 

第１４回 

キャリア教育におけるガイダンス機能の充実 

・ガイダンス機能の充実に向けた工夫 

・キャリア・カウンセリングの実践方法 

事前学習 

配布資料「キャリア教育推進の手引き」（文

部科学省・平成 18 年 11 月）を通読してくる

こと。 

事後学習 
キャリア・カウンセリングの実践方法につい

てまとめ、自己課題を明確にすること。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 
本講義における自らの学びの履歴をまとめ

てくること。 

事後学習 
今回の学びの成果と課題に関するレポート

を作成すること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会学概論 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1113 

GELA1334 
２．授業担当教員 若狭 清紀 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会シ
ステム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性の中
で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とするよう

な問題（ニーズ）も社会的関係の中から生ずるものだからである。こうしたことから、援助職に就こうとす
る者には、人間を取り巻く「社会」のなりたちや変化について観察・分析する学問である社会学の学習が必
要となるのである。 

 この講義では、社会学の基本的な考えかたと対象について幅広く取り上げる。また、国家試験などで求め
られる社会学の基本的な用語や知識についても学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．現代社会についての基礎知識を身につけて、物事をその社会的背景から考えられるようになる。 

2．人間と社会の関係について学び、人間を社会的関係の中で捉えられるようになる。 

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方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 

 毎回の授業の学習の記録を、指定する書式で提出してもらう。 

 夏休みまたは冬休み前に、「自分の生活史、生活経験に関して、いくつかのテーマを設定して、教科書の

記述と関連させながら社会学的に考察しなさい。」という設題のレポートを提出してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会『社会理論と社会システム（第 3 版）』中央法規出版、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

・現代社会や社会問題についての理解をもとに、自分の考えを述べることができるか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

社会学が扱う「社会」は、常に変化している。授業の中でも最新の動向を紹介するが、ぜひ日頃から新聞

や雑誌を読む習慣をつけてほしい。 

授業中は私語をしない、携帯電話を鳴らさないなどの基本的なマナーを守るように努めてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：社会とは何か、社会学と

は何か 

事前学習 
シラバスに目を通しておき、授業時に持って来ること。

教科書 pp.2～3の 21行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第２回 
社会システム ～社会システムとは、社会シス

テムの構造と機能、規範 

事前学習 
教科書 p.14の３段落目まで、pp.16の最終段落～17の

５段落目、pp.19の２段落目～20の１行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第３回 社会変動 ～社会変動とは何か、近代化 
事前学習 教科書 pp.58～62の５行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第４回 人口変動とその影響 ～少子化、高齢化 
事前学習 

教科書 pp.76～80 の２段落目、pp.82 の３段落目～83

の８行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第５回 
生活の捉え方 ～ライフサイクル、ライフコー

ス、生活の質 

事前学習 
教科書 pp.95 の３段落目～96 の２段落目、pp.99 の下

から９行目～104を読む 

事後学習 学習記録への記入 

第６回 家族（１） ～家族と世帯 
事前学習 教科書 pp.105～108の４段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第７回 家族（２） ～家族の機能、家族の変容 
事前学習 

教科書 pp.108の最終行～109、pp.112の４段落目～116

の４段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第８回 地域 ～地域・コミュニティの概念、都市化 
事前学習 

教科書 pp.120～124の２段落目、pp.126の最終行～127

の３段落目を読む 

事後学習 学習記録への記入 

第９回 
社会関係 ～社会的行為、社会的役割、社会的

ジレンマ 

事前学習 

教科書 pp.145の下から８行目～146、pp.151～152の３行

目、pp.153の最終行～155の４の前、p.176の下から６行

目まで、p.183の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１０回 社会集団と組織 ～集団の概念・類型、官僚制 事前学習 
教科書 pp.164 の下から２行目～169 の４段落目、

pp.170の最終段落～171の２段落目、pp.172の最終段



 

 

落～173の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１１回 
社会関係資本と社会的連帯 ～中間集団の解

体、社会関係資本 

事前学習 
教科書 pp.187～188の下から６行目、pp.189の下から

４行目～191の１行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１２回 
社会病理と逸脱 ～文化学習理論、社会緊張理

論、機会構造論、ラベリング理論 

事前学習 教科書pp.200～207の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１３回 社会問題① ～貧困、ワーキングプア 
事前学習 

教科書 pp.211～215 の４行目、pp.53 の最終段落～54

の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１４回 
社会問題② ～非行、いじめ、ハラスメント、

ひきこもり 

事前学習 教科書 pp.215の２段落目～220の３段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１５回 社会問題③ ～ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待 
事前学習 教科書 pp.220の４段落目～224を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会学概論 （2単位） 

３．科目番号 GELA1113 

２．授業担当教員 飯島 裕子 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会シ

ステム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性の中
で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とするよう
な問題（ニーズ）も社会的関係の中から生ずるものだからである。こうしたことから、援助職に就こうとす

る者には、人間を取り巻く「社会」のなりたちや変化について観察・分析する学問である社会学の学習が必
要となるのである。 

 この講義では、社会学の基本的な考えかたと対象について幅広く取り上げる。また、国家試験などで求め

られる社会学の基本的な用語や知識についても学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．現代社会についての基礎知識を身につけて、物事をその社会的背景から考えられるようになる。 

2．人間と社会の関係について学び、人間を社会的関係の中で捉えられるようになる。 

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方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 

1.授業内容に沿った記事（新聞、雑誌、ドキュメンタリー等）に関するミニレポート（記事の要約、問題意

識に沿った分析）を課す。さらにそれに沿ったディスカッションを行う時間を設ける。 

2.講義やディスカッションに関して、自分の問題意識に沿ったコメントペーパーを授業ごとに提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会『社会理論と社会システム（第 3版）』中央法規出版、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

・現代社会や社会問題についての理解をもとに、自分の考えを述べることができるか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

社会学を学ぶことによって、私たちが経験する個人的な問題（ミクロ）を社会的な問題（マクロ）として捉

えることができるようになります。新聞、雑誌、インターネットなどのニュース記事に積極的に目を通し、

社会の動きについて知り、自分なりの問題意識を持つよう、心がけること。なお、本科目は国家試験科目で

あり、社会福祉士・精神保健福祉士を目指す人はしっかりした基礎知識を身につける必要があります。 

＜その他注意点＞私語は厳禁。携帯電話の操作もしないこと。授業が始まってからは、勝手に退室しないこ

と。退室には必ず許可をとること。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 社会学とは何か 

事前学習 
教科書に軽く目を通し、全体像を把握してお

くこと。 

事後学習 

授業概要について理解し、わからないことが

ないか確認しておくこと。復習を兼ねて教科

書序章「社会学とは」に目を通しておくこと。 

第２回 社会システムとは何か 社会階層と社会移動 

事前学習 
教科書 1章 1節、とくに「4社会階層と社会

移動」を読んでおくこと。 

事後学習 

社会階層と社会移動に関する講義とディス

カッションに関して、自分の問題意識に沿っ

たコメントペーパーを記入する。 

第３回 経済と社会システム 労働市場と格差社会 

事前学習 
教科書 1章 3節、とくに「4労働市場と格差

社会」を読んでおくこと。 

事後学習 

労働市場と格差社会に関する講義とディス

カッションに関して、自分の問題意識に沿っ

たコメントペーパーを記入する。 

第４回 社会変動とは何か リスク社会 

事前学習 
教科書 1章 4節、とくに「4グローバリゼー

ション」を読んでおくこと。 

事後学習 

リスク社会に関する講義とディスカッショ

ンに関して、自分の問題意識に沿ったコメン

トペーパーを記入する。 

第５回 人口変動 少子高齢化 

事前学習 
教科書 1章 5節、とくに「4少子高齢化メカ

ニズム」を読んでおくこと。 

事後学習 

少子高齢化に関する講義とディスカッショ

ンに関して、自分の問題意識に沿ったコメン

トペーパーを記入する。 



 

 

第６回 生活の捉え方 ワークライフバランス 

事前学習 
教科書 2章 1節、とくに「3生活時間、家計

支出、人間関係」を読んでおくこと。 

事後学習 

ワークライフバランスに関する講義とディ

スカッションに関して、自分の問題意識に沿

ったコメントペーパーを記入する。 

第７回 家族 家族の変容 

事前学習 
教科書 2章 2節、とくに「3現代日本の家族

変容」を読んでおくこと。 

事後学習 

家族の変容に関する講義とディスカッショ

ンに関して、自分の問題意識に沿ったコメン

トペーパーを記入する。 

第８回 中間のまとめ 

事前学習 
これまでの学習を振り返り、わからない点を

まとめておくこと。 

事後学習 

レポート課題を意識しながら、全体をあらた

めて復習し、自分自身の問題関心を深めてお

くこと。 

第９回 地域 都市化と過疎化 

事前学習 
教科書 2 章 3 節、とくに「5 農山漁村地域

と過疎化」を読んでおくこと。 

事後学習 

都市化と過疎化に関する講義とディスカッ

ションに関して、自分の問題意識に沿ったコ

メントペーパーを記入する。 

第１０回 社会病理と逸脱 スティグマ 

事前学習 

教科書 4章 1節、とくに「3レッテルを操作

する人々－社会問題の構築」を読んでおくこ

と。 

事後学習 

スティグマに関する講義とディスカッショ

ンに関して、自分の問題意識に沿ったコメン

トペーパーを記入する。 

第１１回 社会問題の理解（１） 貧困 

事前学習 

教科書 4章 2節、とくに「2新しい貧困とは

何か－貧困をめぐる語り」を読んでおくこ

と。 

事後学習 

貧困に関する講義とディスカッションに関

して、自分の問題意識に沿ったコメントペー

パーを記入する。 

第１２回 社会問題の理解（２）生きづらさとひきこもり 

事前学習 
教科書 4章 2節、とくに「3生きがたさの形

－非行の現在」を読んでおくこと。 

事後学習 

生きづらさとひきこもりに関する講義とデ

ィスカッションに関して、自分の問題意識に

沿ったコメントペーパーを記入する。 

第１３回 社会問題の理解（３）DV、虐待 

事前学習 

教科書 4章 2節、とくに「4社会からの撤退

－いじめとひきこもりの現在」を読んでおく

こと。 

事後学習 

DV、虐待に関する講義とディスカッション

に関して、自分の問題意識に沿ったコメント

ペーパーを記入する。 

第１４回 共生社会の実現に向けて 

事前学習 
教科書 4章 3節、とくに「4共生社会の実現

に向けてを読んでおくこと。 

事後学習 

共生社会に関する講義とディスカッション

に関して、自分の問題意識に沿ったコメント

ペーパーを記入する。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 
授業全体を通して不明な点、理解できていな

い点がないか確認しておく。 

事後学習 
期末テストに向け、これまで学習した内容を

しっかり復習すること。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会学概論 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1113 

GELA1334 
２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会シ

ステム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性の中
で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とするよう
な問題（ニーズ）も社会的関係の中から生ずるものだからである。こうしたことから、援助職に就こうとす

る者には、人間を取り巻く「社会」のなりたちや変化について観察・分析する学問である社会学の学習が必
要となるのである。 

 この講義では、社会学の基本的な考えかたと対象について幅広く取り上げる。また、国家試験などで求め

られる社会学の基本的な用語や知識についても学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．現代社会についての基礎知識を身につけて、物事をその社会的背景から考えられるようになる。 

2．人間と社会の関係について学び、人間を社会的関係の中で捉えられるようになる。 

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方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 

 随時レポート課題を提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 
別途通知する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

・現代社会や社会問題についての理解をもとに、自分の考えを述べることができるか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

社会学が扱う「社会」は、常に変化している。授業の中でも最新の動向を紹介するが、ぜひ日頃から新聞

や雑誌を読む習慣をつけてほしい。 

授業中は私語をしない、携帯電話を鳴らさないなどの基本的なマナーを守るように努めてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション：社会とは何か、社会学とは何か 
事前学習 

シラバスに目を通しておき、授業時に持って

来ること。教科書 pp.2～3の 21行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第２回 
社会システム ～社会システムとは、社会システムの構

造と機能、規範 

事前学習 

教科書 p.14の３段落目まで、pp.16の最終段

落～17の５段落目、pp.19の２段落目～20の

１行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第３回 社会変動 ～社会変動とは何か、近代化 
事前学習 教科書 pp.58～62の５行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第４回 人口変動とその影響 ～少子化、高齢化 
事前学習 

教科書 pp.76～80 の２段落目、pp.82 の３段

落目～83の８行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第５回 
生活の捉え方 ～ライフサイクル、ライフコース、生活

の質 

事前学習 
教科書 pp.95 の３段落目～96 の２段落目、

pp.99の下から９行目～104を読む 

事後学習 学習記録への記入。 

第６回 家族（１） ～家族と世帯 
事前学習 教科書 pp.105～108の４段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第７回 家族（２） ～家族の機能、家族の変容 
事前学習 

教科書 pp.108の最終行～109、pp.112の４段

落目～116の４段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第８回 地域 ～地域・コミュニティの概念、都市化 
事前学習 

教科書 pp.120～124の２段落目、pp.126の最

終行～127の３段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第９回 社会関係 ～社会的行為、社会的役割、社会的ジレンマ 事前学習 

教科書 pp.145の下から８行目～146、pp.151～

152の３行目、pp.153の最終行～155の４の前、

p.176の下から６行目まで、p.183の２段落目を

読む。 



 

 

事後学習 学習記録への記入。 

第１０回 社会集団と組織 ～集団の概念・類型、官僚制 
事前学習 

教科書 pp.164 の下から２行目～169 の４段

落目、pp.170の最終段落～171の２段落目、

pp.172の最終段落～173の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第１１回 
社会関係資本と社会的連帯 ～中間集団の解体、社会関

係資本 

事前学習 
教科書 pp.187～188の下から６行目、pp.189

の下から４行目～191の１行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第１２回 
社会病理と逸脱 ～文化学習理論、社会緊張理論、機会

構造論、ラベリング理論 

事前学習 教科書pp.200～207の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１３回 社会問題① ～貧困、ワーキングプア 
事前学習 

教科書 pp.211～215 の４行目、pp.53 の最終

段落～54の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１４回 
社会問題② ～非行、いじめ、ハラスメント、ひきこも

り 

事前学習 
教科書 pp.215 の２段落目～220 の３段落目

を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１５回 社会問題③ ～ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待 
事前学習 教科書 pp.220の４段落目～224を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 SJEL3431 

２．授業担当教員 小野 智一 

４．授業形態 講義、討議、レポート、模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

同一年度に「社会」を履修することが望ましい。 

本科目で指導案作成と授業実践を中心とする課題に取り組む。「社会」においては指導要領について理解

を深める。 

７．講義概要 

小学校社会科の指導法に焦点化して、実践的な指導力を身に付ける。そのために、まず小学校社会科及
び各学年（３年生以上）の目標と内容について、確実に理解する。次に、各学年の年間計画と各単元の指
導計画の作成について具体的に検討する。さらに、これらの指導計画の学習をもとにして１単位時間の指

導案づくりと模擬授業を行う。そして、これらの学習を通して、児童が社会的事象に興味・関心をもって、
主体的に社会科授業に取り組み、確かな学力を身に付ける指導法について学修する。 

８．学習目標 

1．教育課程の基本的事項について理解し、その知識を活用できる。 
2．学習指導要領の性格、教科書について理解し、教科指導法に向けて適宜参照できる。 
3．学習指導要領の改訂の歴史について理解し、現代日本の教育課程を位置づけられる。 
4．現行の学習指導要領の特徴を理解し、発展的に考察できる。 
5．教育評価の基本的事項について理解し、各評価の意義を考察できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・模擬授業①（第7回まで） 

地域素材を活かした模擬授業 

テーマ例：「地図記号」を教える授業、「廃棄物の処理」の授業 

・模擬授業②（第9回から第13回） 

第5学年内容より事例単元「わたしたちの国土」を設定する。この単元の授業の一場面を実践する。 

テーマ：授業の中で、写真や統計資料などを使用する授業場面の実践 

・模擬授業③（第9回から第14回） 

第6学年内容より事例単元「武士による政治のはじまり」を設定する。この単元の授業の一場面を実践する。 

テーマ：「ご恩と奉公」 

※注意 

 模擬授業についてはレポート課題（アサインメント）をかねております。使用した指導案、参考資料は、

講義後提出を求めます。これに加え、授業実践後に振り返りレポート（評価対象）の提出を求めます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領解説〈平成 29年告示〉社会編』日本文教出版、2018。（以下、シラバス
内ではこの文献をテキストと呼称します。） 
※春期科目「社会」（小野担当）にて使用するテキストと一部供用します。 

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

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 問題解決的学習ついて理解し、説明できるか。 

２ 社会科の学習指導案の形式・内容について理解し、学習指導案を作成できるか。 

３ 問題解決的学習を導入し、指導法を工夫して模擬授業を行うことができるか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する］ 

１ 授業への積極的参加        総合点の３０％ 

２ 課題レポート・作成した資料・討論 総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生の多くは将来、小学校教諭を志すと推察します。小学校教諭の資質として、「子どもが好き」であ

ること、「子どもの心身の成長を支援したい」という意欲とそれを果たそうとする責任感など様々ありま

す。しかし、同様に大事にしなければならないこととして、本科目をはじめとする各教科の学習指導です。

成長過程にある子どもは様々な学びをします。その学びの機会に、保護者以上に関わるのが小学校教諭で

す。これは、子どもを託した保護者との信頼関係を築くことにも影響が及ぶものです。本科目をきっかけ

として、社会的な事象への関心を深め、「社会」のありようを伝え考えさせることができる様にしていきま

しょう。 

また、本科目では教科指導を通して、いじめ問題、キャリアデザインといった課題を解決することを考

えていきます。学外の研究団体との交流なども機会を設け、教室と現実社会のつながりを味わわせられる

授業づくりを目指していきます。学外での授業発表の機会も計画しています。 

本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の条件を設定しています。 

①授業に集中してください。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 

②欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告してください。（事後に提出してください。

事前は口頭報告するようにしてください）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不

合格となります。 

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

ないと判断された場合、課題提出の状況如何に関わらず単位の修得は認めません。 

④教員による解説中は携帯電話の電源を切ってください。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて

使用の許可を出すこととします。 



 

 

また、教員は次のことを実行します。 

①授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

②受講生全員に聞こえる大きさの声で話をします。また、専門用語はわかりやすく説明します。 

③一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言・発表等）できる双方向対話型の学習環境を作ります。 

④遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切

な態度が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組みます。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他

者の学習を阻害する行為をした場合は減点対象とします。受講生各自が社会人として自立成長しようとい

う自覚を持って講義に参加することを期待します。 

13．オフィスアワー 
講義前後の時間もしくはe-mailにて対応します。 

toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

社会科とは何か～社会科の歴史と領域 

これまでの社会科学習の経験を踏まえ、社会科

教育の目標を理解し、望ましい社会科指導法

について考える。（シラバス確認しますので準

備してください。コピーなど可。） 

事前学習 
これまで経験した社会科の授業を想起し、教科書「社会
編」の目標等を読んでおく。 

事後学習 
本時の学習を振り返り、社会科教育の在り方を整理す

る。 

第２回 

楽しい社会科授業とは（問題解決的学習を中心

に） 

社会科の指導法の課題について学び、意欲的で
楽しい授業づくりを考える。  

事前学習 社会科教育の重要概念を調べる。 

事後学習 
問題解決的学習を中心とする社会科指導の在り方を整

理する。 

第３回 

１）授業はどのようにしてできるか～教育内容

と教材 

教材の役割が大きいことを理解し、資料をもと

に考えを深めることができる学習過程を学び

あう。 

２）社会科学習の学習過程の累型（探究学習を

中心に） 

指導計画の作成の仕方を知り、その視点から社

会科指導の実際を記録から学び、話し合う。 

事前学習 社会科の学習指導案を調べておく。 

事後学習 教材分析の仕方を整理する。 

第４回 

地域素材・時事問題を活用した模擬授業の計画 

児童の実態を想定し、地域・時事問題を教材と
した授業計画を立てる。資料収集のための役割
分担をする。 

事前学習 社会科学習の指導計画の在り方を調べておく。 

事後学習 問題設定場面をどのように作るか整理する。 

第５回 

地域調査に基づき資料の整理をする 

授業計画に基づき、現地調査や情報機器を活用
した教材化を図り、模擬授業の指導案を作成す
る。 

事前学習 
現地調査の準備や、地域素材の資料について収集可能性
を調べる。 

事後学習 指導案、学習資料を完成させておく。 

第６回 

時事問題の教材化の方法について 
児童の実態を想定し、時事問題を教材とした授
業計画を立てる。資料収集のための役割分担を
する。 

事前学習 
時事問題について児童の実態に即した事例を調べてお
く。 

事後学習 指導案、学習資料を完成させておく。 

第７回 

模擬授業の実践 

地域素材を活かした授業の指導案または時事
問題教材の指導案をもとに模擬授業を行う。授
業後、相互評価を行う。 

事前学習 
地域素材または時事問題についての指導案、学習資料を
完成させておく。 

事後学習 グループの模擬授業の感想を書く。 

第８回 
教材・授業分析の方法 

社会科の教材分析について、これまでの研究の
成果を学び、自分なりの考えを持てる。 

事前学習 過去の研究論文から教材分析の方法を調べておく。 

事後学習 教材分析の方法を整理する。 

第９回 

模擬授業（単元指導計画と本時案） 

社会科の小単元計画「わたしたちの国土」「武

士による政治のはじまり」について学び、児童

の発達段階に即し、情報機器の活用を想定した

学習指導計画を立てる。 

事前学習 小単元計画と本時の展開を構想しておく。 

事後学習 基本的な形式を整えた学習指導案を作成する。 

第１０回 

模擬授業（評価の具体的な手立て） 

評価規準を確定し、学習目標を明確にするとと
もに、学習指導案に評価の観点、評価内容、評
価の手立てを明示する。 

事前学習 目標及び評価規準について調べてくる。 

事後学習 
目標、指導上の配慮事項における評価の場面と手立て、

評価規準の整合性を確かめ修正しておく。 

第１１回 
模擬授業（社会科指導と教材の役割） 

教材分析を行い､子どもに何を学ばせるのか明
らかにし、教材の適切な選択を行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 教材の意義について、話し合ったことをまとめておく。 



 

 

第１２回 

模擬授業（指導と発問） 

指導上の留意点を理解し、本時の展開を構想
し、主発問や補助発問を考え模擬授業の指導案
を作成する。 

事前学習 発問の意義について調べる。 

事後学習 模擬授業の具体的な発問を整理し、まとめておく。 

第１３回 

模擬授業（地理・産業分野の授業展開） 

「わたしたちの国土」の授業実践 

情報機器や教材の活用を含めた指導案をもと

に、模擬授業を行い、授業後は相互評価を行う。 

事前学習 地理・産業分野の授業展開を考えてくる。 

事後学習 
地理・産業分野の模擬授業を行い、相互評価したことを

整理する。 

第１４回 

模擬授業（歴史・公民分野の授業展開） 

「武士による政治のはじまり」の授業実践 

情報機器の活用を含めた指導案をもとに、模擬

授業を行い、授業後は相互評価を行う。 

事前学習 歴史分野の授業展開を考えてくる。 

事後学習 
歴史・公民分野の模擬授業を行い、相互評価したことを

整理する。 

第１５回 
社会科指導法のまとめを行う。 
新学習指導要領が目指す社会科教育のあり方
を考える。 

事前学習 模擬授業から得られたことを整理してくる。 

事後学習 
社会科指導法で学んだことを今後どう生かすか、レポー

トを書く。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL3316 

２．授業担当教員 荻原 邦昭 

４．授業形態 講義、討議、レポート、模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校社会科の指導法に焦点化して、実践的な指導力を身に付ける。そのために、まず小学校社会科及び
各学年（３年生以上）の目標と内容について、確実に理解する。次に、各学年の年間計画と各単元の指導計

画の作成について具体的に検討する。さらに、これらの指導計画の学習をもとにして１単位時間の指導案づ
くりと模擬授業を行う。そして、これらの学習を通して、児童が社会的事象に興味・関心をもって、主体的
に社会科授業に取り組み、確かな学力を身に付ける指導法について学修する。 

８．学習目標 

1．教育課程の基本的事項について理解し、その知識を活用できる。 
2．学習指導要領の性格、教科書について理解し、教科指導法に向けて適宜参照できる。 
3．学習指導要領の改訂の歴史について理解し、現代日本の教育課程を位置づけられる。 
4．現行の学習指導要領の特徴を理解し、発展的に考察できる。 
5．教育評価の基本的事項について理解し、各評価の意義を考察できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【課題１】 

講義中に作成した「学習指導案」と「模擬授業」及び「評価表」※指導案は指定の用紙にて作成 

【課題２】 

講義中に作成した「単元計画」と「知識の構造図」※指定の用紙にて作成 

【課題３】 

 期末テスト 

【振り返りシート作成】 

 毎授業のまとめを行い、定期的に提出し、添削を受ける。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領』東洋館出版社。 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 社会編』日本文教出版。 
【参考書】 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省）比較対照表 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 問題解決的学習ついて理解し、説明できるか。 

２ 社会科の学習指導案の形式・内容について理解し、学習指導案を作成できるか。 

３ 問題解決的学習を導入し、指導法を工夫して模擬授業を行うことができるか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する］ 

１ 授業への積極的参加        総合点の３０％ 

２ 課題レポート・作成した資料・討論 総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 小学校の社会科は、地域社会や我が国の国土、歴史などに対する学習を通して、社会的な見方や考え方を

養い、そこで身に付けた知識、概念や技能などを活用し、社会との望ましいかかわり方、社会のなかでどう

生きるのかを学ぶ教科である。しかし、いま子どもたちの「公意識」の欠如が指摘され、主体的な社会参画

の必要性が大きな課題となっている。そこで教科の役割について改めて考え、社会科指導の充実を図ること

ができるよう本科目では、次の事柄を遵守することを望む。 

１ 緊張感と集中力をもって受講する。 

２ 質問、発表は積極的に行い、主体的に取り組む。 

３ 欠席、遅刻、早退はしない。 

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

 教員は次のことを実行する。 

１ 講義のねらいを明確にし、シラバスに沿って講義する。 

２ 声の大きさや話し方など受講者の立場に立って講義する。 

３ 模擬授業、発表など受講者が講義に参加できる環境に配慮する。 

４ 受講者の質問には誠実に対応する。 

13．オフィスアワー 授業時間内に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

社会科とは何か～社会科の歴史と領域 

これまでの社会科学習の経験を踏まえ、社会科教育

の目標を理解し、望ましい社会科指導法について

考える。 

事前学習 
これまで経験した社会科の授業を想起し、教科書
「社会編」の目標等を読んでおく。 

事後学習 
本時の学習を振り返り、社会科教育の在り方を整
理する。 

第２回 
楽しい社会科授業とは（問題解決的学習を中心に） 

社会科の指導法の課題について学び、意欲的で楽し
い授業づくりを考える。  

事前学習 社会科教育の重要概念を調べる。 

事後学習 
問題解決的学習を中心とする社会科指導の在り
方を整理する。 

第３回 
授業はどのようにしてできるか～教育内容と教材 

教材の役割が大きいことを理解し、資料をもとに考
えを深めることができる学習過程を学びあう。 

事前学習 社会科の学習指導案を調べておく。 

事後学習 教材分析の仕方を整理する。 



 

 

第４回 

知識の構造図について 

知識の構造図とは何か、その意義と作り方について

考える。 

事前学習 知識の構造図について調べておく。 

事後学習 知識の構造図はどのように作るか整理する。 

第５回 
知識の構造図の作成と発表 

各自選択した単元をもとに知識の構造図の作成を
行い、発表を行う。 

事前学習 知識の構造図の作成を準備する。 

事後学習 知識の構造図作成の意義について再確認する。 

第６回 
社会科授業の事例①（地域資料の活用） 

地域資料を活用したすぐれた社会科授業の事例を
全員で検討し、気付いたことを発表する。 

事前学習 すぐれた事例を事前によく目を通しておく 

事後学習 どの点が参考になったかまとめる。 

第７回 
社会科授業の事例②（問題解決的学習） 

問題解決的学習のすぐれた社会科授業の事例を全
員で検討し、気付いたことを発表する。 

事前学習 すぐれた事例を事前によく目を通しておく 

事後学習 どの点が参考になったかまとめる。 

第８回 
模擬授業の準備① 

地理・産業単元を生かした模擬授業の準備を行う。 

事前学習 地理・産業単元より授業箇所を考える。 

事後学習 模擬授業を構想する。 

第９回 
模擬授業の準備② 

歴史単元を生かした模擬授業の準備を行う。 

事前学習 歴史単元より授業箇所を考える。 

事後学習 模擬授業を構想する。 

第１０回 
模擬授業の準備③ 

公民単元を生かした模擬授業の準備を行う。 

事前学習 公民単元より授業箇所を考える。 

事後学習 模擬授業を構想する。 

第１１回 

模擬授業の実践①（問題解決的学習） 

小単元の構想と本時が問題解決的な学習過程とな
っているかを踏まえた模擬授業を行い、相互評価を
行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 模擬授業から相互評価を行う。 

第１２回 

模擬授業の実践②（教材の役割） 

教材分析を行い､子どもに何を学ばせるのか明らか
にし、教材の適切な選択を行った模擬授業を行い、
相互評価を行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 模擬授業から相互評価を行う。 

第１３回 

模擬授業の実践③（指導と発問） 

指導上の留意点を理解し、本時の展開を構想し、主

発問や補助発問を考え模擬授業を行い、相互評価を

行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 模擬授業から相互評価を行う。 

第１４回 

模擬授業の実践④（情報機器の活用） 

情報機器の効果的活用を含めた指導案をもとに、模

擬授業を行い、相互評価を行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 模擬授業から相互評価を行う。 

第１５回 
社会科指導法のまとめを行う。 
新学習指導要領が目指す社会科指導のあり方を考
える。 

事前学習 模擬授業から得られたことを整理してくる。 

事後学習 
社会科指導法で学んだことを今後どう生かすか、
レポートを書く。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL3316 

２．授業担当教員 池田 芳和 

４．授業形態 講義、討議、レポート、模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校社会科の指導法に焦点化して、実践的な指導力を身に付ける。そのために、まず小学校社会科及び

各学年（３年生以上）の目標と内容について、確実に理解する。次に、各学年の年間計画と各単元の指導計
画の作成について具体的に検討する。さらに、これらの指導計画の学習をもとにして１単位時間の指導案づ
くりと模擬授業を行う。そして、これらの学習を通して、児童が社会的事象に興味・関心をもって、主体的

に社会科授業に取り組み、確かな学力を身に付ける指導法について学修する。 

８．学習目標 

1．教育課程の基本的事項について理解し、その知識を活用できる。 
2．学習指導要領の性格、教科書について理解し、教科指導法に向けて適宜参照できる。 
3．学習指導要領の改訂の歴史について理解し、現代日本の教育課程を位置づけられる。 
4．現行の学習指導要領の特徴を理解し、発展的に考察できる。 
5．教育評価の基本的事項について理解し、各評価の意義を考察できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

単元計画と指導案づくり、指導案に基づく模擬授業の実施の結果について、考えたことを述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領』東洋館出版社。 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 社会編』日本文教出版。 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 問題解決的学習ついて理解し、説明できるか。 

２ 社会科の学習指導案の形式・内容について理解し、学習指導案を作成できるか。 

３ 問題解決的学習を導入し、指導法を工夫して模擬授業を行うことができるか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する］ 

１ 授業への積極的参加        総合点の３０％ 

２ 課題レポート・作成した資料・討論 総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会事象を探究することの楽しみを味わいながら実力をつけるためには体を動かすことから始めることが重

要です。課題を設定しつつ、授業の構想をたてて具体的な指導を可能とする学習にしたい。積極的な取組を

期待したい。 

13．オフィスアワー 授業日の授業のない時間、随時（一時間目に伝達） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

社会科とは何か～社会科の歴史と領域 

これまでの社会科学習の経験を踏まえ、社会科教育

の目標を理解し、望ましい社会科指導法について

考える。 

事前学習 
これまで経験した社会科の授業を想起し、教科書
「社会編」の目標等を読んでおく。 

事後学習 
本時の学習を振り返り、社会科教育の在り方を整
理する。 

第２回 
楽しい社会科授業とは（問題解決的学習を中心に） 

社会科の指導法の課題について学び、意欲的で楽し
い授業づくりを考える。  

事前学習 社会科教育の重要概念を調べる。 

事後学習 
問題解決的学習を中心とする社会科指導の在り
方を整理する。 

第３回 
授業はどのようにしてできるか～教育内容と教材 

教材の役割が大きいことを理解し、資料をもとに考
えを深めることができる学習過程を学びあう。 

事前学習 社会科の学習指導案を調べておく。 

事後学習 教材分析の仕方を整理する。 

第４回 
社会科学習の学習過程の累型（探究学習を中心に） 

指導計画の作成の仕方を知り、その視点から社会科
指導の実際を記録から学び、話し合う。 

事前学習 社会科学習の指導計画の在り方を調べておく。 

事後学習 問題設定場面をどのように作るか整理する。 

第５回 
地域素材を活用した模擬授業の計画 

児童の実態を想定し、地域を教材とした授業計画を
立てる。資料収集のための役割分担をする。 

事前学習 指導案作成のため、授業記録を読んでくる。 

事後学習 
子どもの活動を保障する展開の在り方をまとめ
る。 

第６回 
地域調査に基づき資料の整理をする 

授業計画に基づき、現地調査や情報機器を活用した
教材化を図り、模擬授業の指導案を作成する。 

事前学習 現地を訪れ、地域素材の資料を収集する。 

事後学習 不足している資料を分担して収集する。 

第７回 
模擬授業の実践 

地域素材を活かした模擬授業を行う。授業後、相互
評価を行う。 

事前学習 指導案、学習資料を完成させておく。 

事後学習 グループの模擬授業の感想を書く。 

第８回 
教材・授業分析の方法 

社会科の教材分析について、これまでの研究の成果
を学び、自分なりの考えを持てる。 

事前学習 
過去の研究論文から教材分析の方法を調べてお
く。 

事後学習 教材分析の方法を整理する。 

第９回 

模擬授業（単元指導計画と本時案） 

社会科の小単元計画「わたしたちの国土」「武士に

よる政治のはじまり」について学び、児童の発達段

階に即し、情報機器の活用を想定した学習指導計画

事前学習 小単元計画と本時の展開を構想しておく。 

事後学習 基本的な形式を整えた学習指導案を作成する。 



 

 

を立てる。 

第１０回 

模擬授業（評価の具体的な手立て） 

評価規準を確定し、学習目標を明確にするととも
に、学習指導案に評価の観点、評価内容、評価の手
立てを明示する。 

事前学習 目標及び評価規準について調べてくる。 

事後学習 
目標、指導上の配慮事項における評価の場面と手
立て、評価規準の整合性を確かめ修正しておく。 

第１１回 
模擬授業（社会科指導と教材の役割） 

教材分析を行い､子どもに何を学ばせるのか明らか
にし、教材の適切な選択を行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 
教材の意義について、話し合ったことをまとめて
おく。 

第１２回 

模擬授業（指導と発問） 

指導上の留意点を理解し、本時の展開を構想し、主
発問や補助発問を考え模擬授業の指導案を作成す
る。 

事前学習 発問の意義について調べる。 

事後学習 
模擬授業の具体的な発問を整理し、まとめてお
く。 

第１３回 

模擬授業（地理・産業分野の授業展開） 

「わたしたちの国土」の授業実践 

情報機器や教材の活用を含めた指導案をもとに、模

擬授業を行い、授業後は相互評価を行う。 

事前学習 地理・産業分野の授業展開を考えてくる。 

事後学習 
地理・産業分野の模擬授業を行い、相互評価した
ことを整理する。 

第１４回 

模擬授業（歴史・公民分野の授業展開） 

「武士による政治のはじまり」の授業実践 

情報機器の活用を含めた指導案をもとに、模擬授業

を行い、授業後は相互評価を行う。 

事前学習 歴史分野の授業展開を考えてくる。 

事後学習 
歴史・公民分野の模擬授業を行い、相互評価した
ことを整理する。 

第１５回 
社会科指導法のまとめを行う。 
新学習指導要領が目指す社会科教育のあり方を考
える。 

事前学習 模擬授業から得られたことを整理してくる。 

事後学習 
社会科指導法で学んだことを今後どう生かすか、
レポートを書く。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会教育計画 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3444 

SCMP3444 

SBMP3444 

SPMP3444 
２．授業担当教員 栗山 究 

４．授業形態 講義と討議、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は、文部科学省令で定められた大学における社会教育主事資格課程の必修科目の一つであり、他の

社会教育主事資格課程科目の基礎編に位置づけられる。受講に際しては「生涯学習概論」を修得済であるこ

とが望ましい。 

７．講義概要 

急速な社会の変化に伴い、人々の生活や価値観も多様化し、生涯学習の振興や社会教育支援の在り方も大
きく様変わりしている。地域における住民の学習や活動の拠点である社会教育施設も、指定管理者制度の導

入など民間の活力を導入した施設へと移行している。社会教育を推進する中心的な役割を負っている社会教
育主事は、生涯学習、社会教育に関する基礎知識を身につけるとともに、時代の変化に柔軟に対応できる問
題解決能力や先見性、創造性、コミュニケーション能力等が求められるようになってきている。 

そこで、本科目では社会教育計画（個別事業計画）の策定を通して、社会教育主事としての資質を育成する
とともに、社会教育事業の推進計画である社会教育計画及び社会教育行政の役割について理解を深める。 

８．学習目標 

次の目標を達成できることを目的とする。 

①社会教育の現状把握を通して、社会が抱える今日的課題について理解することができるようになる。 
②社会教育計画を策定する意義を理解し、策定の必要性を述べることができるようになる。 
③社会教育計画の種類、内容の学習を通して、策定に当たっての手順・方法を理解することができるように

なる。 
④社会教育における施設や職員の専門性、及び対象となる学習者の特性を理解することができるようになる。 
⑤今日的課題の特徴を理解し、課題解決のための社会教育計画（個別事業計画）を策定することができるよ

うになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

本授業では、①自分の暮らすまちの社会教育計画調査報告（個人作業）、②検討事例とする基礎自治体の

社会教育計画調査（担当教員と協働したグループ作業）、③期末課題に向けた計画立案と作成（ハンドブッ

ク作成等のグループ作業）、以上３点の作成・報告および提出が課題となる。 

作成に際しては、受講者各自が対象とする社会教育計画に関する資料を収集し、調査と研究の時間が必要

となる（社会教育職員・学習者インタビューを含む現地見学・現場訪問を含む）。②③は、上記に加えて、

グループメンバー相互の話しあい学習にもとづいて、自ら授業計画を策定・実行していく知恵と技術が求め

られる。授業内容や討議・演習（社会教育職員・学習者インタビューを含む現地見学・現場訪問を含む）で

気づいたことを自分なりにふりかえる時間を自覚的につくり、配布資料は各自でファイルなどを用意してま

とめておき、予習と復習に活かしてほしい。 

なお、グループ編成ができないほど受講生が少人数の場合は、③は担当教員と相談のうえ、再検討してい

くこととする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】各回の授業内において適宜紹介していく。 

【参考書】辻浩・片岡了編『自治の力を育む社会教育計画－人が育ち、地域が変わるために』国土社、2014。

辻浩『現代教育福祉論－子ども・若者の自立支援と地域づくり』ミネルヴァ書房、2017。 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター編『社会教育計画ハンドブック』2009。 

【教材】プリント資料、コメントペーパー（各回授業に応じて、担当教員が作成・編集した資料を配布する） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会教育に関する政策及び計画プロセスについて深く理解し、説明できる力を身につけたか。（知識・理

解） 

２．社会教育に関する現代的課題について関心をもち、地域の実情をふまえた社会教育計画の立案・策定が

できる力を身につけたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

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

１．授業への取り組み姿勢               総合点の３０％ 

２．授業内での課題提出（課題レポート・企画書作成等） 総合点の４０％ 

３．期末課題（計画の立案・策定及び発表）       総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

（1）本授業は、主として演習形式で展開するので、授業内容の理解は、毎回の授業（演習）に連続して出席

することでより深まります。授業展開の建付けをしっかり理解し、各種課題は計画的に仕上げ、正当な理由

なしの欠席や遅刻は控え、自ら授業をつくっていく心づもりで主体的・積極的に授業に臨んでください。 

（2）下記の講義日程と授業内容（とくに第５回～第 14 回）は、受講者各位の追究の程度や議論の深化およ

び現場での条件に応じて確定してくるので、柔軟に変更していく可能性があります。受講者相互の問題意識

や興味関心の程度に応じ、さまざまな現場を紹介していく機会も適時、設けたいと考えています。文献調査

にとどまらず、学外講師を招聘する、学外授業を実施するという可能性もあります。授業時間内での実施が

困難な場合は、受講生各位と相談のうえ、検討していくことになります。 

（3）授業内の相互学習を踏まえ、可能な限り、自分の暮らすまちの社会教育計画・政策に問題意識や興味関

心を向け、社会教育計画で示される課題に取り組む地域社会の多様な学びの現場（社会教育実践の現場）に

足を運び、住民や住民の学びを支える人たちとともに学習を深めていく機会をつくってみてください。自分

なりに学んだ内容をふりかえり、その内容を探究していこうとする姿勢や行動を、応援します。 

13．オフィスアワー 個別での質問や相談等は、各回授業終了後の時間に対応します。 

  



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション：授業の進め方の説明、

自己紹介、行政計画の基本理解（総合計画、

部門別計画、社会教育計画）、社会教育計画の

授業計画づくり 

事前学習 
シラバスの内容を十分理解し、この授業に臨むことを整

理する。 

事後学習 
本授業の３つの課題を提示する。期日までに計画的に準

備し、仕上げてくる。 

第２回 

社会教育計画とは何か（計画の手順、対象、

現状把握、課題設定、目標、計画内容、期間、

自己点検、評価等） 

事前学習 社会教育計画の授業計画を策定してくる。 

事後学習 
配布資料をよく読み、社会教育計画策定の手順や方法に

関する理解を深める。 

第３回 
検討事例とする基礎自治体の社会教育計画調

査（１） 

事前学習 検討事例とする基礎自治体の社会教育計画を持参する。 

事後学習 
読み進めた社会教育計画のポイントをふりかえり、疑問

点などをまとめてくる。 

第４回 
検討事例とする基礎自治体の社会教育計画調

査（２） 

事前学習 
検討事例とする基礎自治体の社会教育計画を読んでく

る。 

事後学習 
読み進めた社会教育計画のポイントをふりかえり、疑問

点などをまとめてくる。 

第５回 

検討事例とする基礎自治体の社会教育計画調

査（３）／現地見学・調査に向けた訪問先候

補地の選定 

事前学習 
これまでの授業をふりかえり、各自で訪問先候補を挙げ

てくる。 

事後学習 期末課題作成に向けたグループ作業を進めていく。 

第６回 自分の暮らすまちの社会教育計画の調査報告 

事前学習 
自分の暮らすまちの社会教育計画を持ち寄り、内容を説

明できるようにしてくる。 

事後学習 
読み進めた社会教育計画のポイントをふりかえり、疑問

点などをまとめてくる。 

第７回 現地見学・調査に向けた準備(１) 

事前学習 

これまで学んできた社会教育計画との関連（疑問点など）

を意識し、各自が見学・調査しようと思った訪問先への

調査・質問事項を考えてくる。 

事後学習 メンバー各位の質問・調査事項を共有する。 

第８回 
現地見学・調査・インタビュー（１）※外部

講師を依頼、学外授業の可能性があります。 

事前学習 各自の質問・調査事項をまとめておく。 

事後学習 
見学・訪問して得られた知見、調査・質問（インタビュ

ー等）で明らかになったポイントを整理しておく。 

第９回 現地見学・調査に向けた準備(２) 

事前学習 

これまで学んできた社会教育計画との関連を意識し、各

自が見学・調査しようと思った訪問先への調査・質問事

項を考えてくる。 

事後学習 メンバー各位の質問・調査事項を共有する。 

第１０回 
現地見学・調査・インタビュー（２）※学外

授業の可能性があります 

事前学習 各自の質問・調査事項をまとめておく。 

事後学習 
見学・訪問して得られた知見、調査・質問で明らかにな

ったポイントを整理しておく。 

第１１回 現地見学・調査に向けた準備（３） 

事前学習 

これまで学んできた社会教育計画との関連を意識し、各

自が見学・調査しようと思った訪問先への調査・質問事

項を考えてくる。 

事後学習 メンバー各位の質問・調査事項を共有する。 

第１２回 
現地見学・調査・インタビュー（３）※学外

授業の可能性があります 

事前学習 各自の質問・調査事項をまとめておく。 

事後学習 
見学・訪問して得られた知見、調査・質問で明らかにな

ったポイントを整理しておく。 



 

 

第１３回 期末課題作成に向けた打合せ(１) 編集作業 

事前学習 
各自の得られた知見や明らかになったポイント、インタ

ビュー内容等をまとめておく。 

事後学習 
メンバー各位の調査事項を共有し、期末課題作成に向け

て各自の役割に取り組む。 

第１４回 期末課題作成に向けた打合せ（２） 修正作業 

事前学習 期末課題作成に向けた宿題に取り組む。 

事後学習 
メンバーで共有した期末課題の内容をふりかえり、最終

調整を行う。 

第１５回 求められる社会教育計画とは／まとめ 

事前学習 
これからの時代に求められる社会教育計画の視点・方法

を考えてくる。 

事後学習 
出来上がった期末課題の内容をふり返る。社会教育計画

づくりのあり方と課題を共有する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会調査法 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2107 

SCMP2307 

SBMP2107 

SPMP2107 
２．授業担当教員 若狭 清紀 

４．授業形態 
講義、小テスト、ディスカッション、仮説作成、質問項目と選択肢
作成、面接調査、レジュメ作成と発表 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

 社会調査の目的は、社会事象について現地調査を行い（積極的に数値を利用して正しく測定する）、データ

を入力し、調査結果から一般的な規則性を見出し、必要に応じて取るべき行動を定めようとすることである。

現在、社会福祉など専門分野では、人々のニーズの把握や解決策を量的調査や質的調査に基づいて提案する

など科学的エビデンスが求められている。本講義を受講することにより、社会調査の重要性と、世の中に氾

濫する社会調査の真実や問題点を把握することが可能となる。 

 本講義では、次のことを学習する。第１に、社会福祉領域における社会調査の意義と目的、統計法の概要、

社会調査における倫理や個人情報保護、社会調査の基本である質的調査法と量的調査法について学ぶ。第２

に、社会調査を実施するに当たり守らなければならない個人情報の保護、得られたデータから個人情報の扱

いについて理解を深める。第３に、人々のニーズや問題を発見し、それらの原因や解決策を探るために仮説

を設定し、それに基づき質問項目を作成する。現地調査（面接調査）の実施によるデータの収集。量的調査

と質的調査の調査の方法を学習する。その際には、社会調査が個人のプライバシーに関わるものであること

を念頭におき、個人情報の保護、人権に配慮する。第４に、量的調査や質的調査のデータに基づき、現状と

関連要因を分析し、発表レジュメを作成し、発表するなど、エビデンスに基づいた社会調査の必要性を理解

する。 

８．学習目標 

1.社会調査とは何か、社会調査が必要な理由(社会調査の意義と目的)について理解を深める。 

2.社会調査の種類、すなわち事例調査と量的調査の意義について理解し、それぞれ長所と短所を理解する。 

3.社会調査における倫理や個人情報保護が必要な理由を把握する。 

4.量的調査と質的調査の母集団の標本抽出法、回収率が重要である理由について学習する。 

5.グループごとに仮設を設定し、質問項目を作成し、現地調査を実施するなど調査の方法を身に付ける。 

6.分析方法（仮説の検証を含む）、分析結果に基づきレジュメの作成、発表、議論の仕方などを実践する。 

7.社会福祉士国家試験受験に必要な基礎知識について説明できるようになる（受験予定学生の場合）。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 毎回の授業の学習の記録を、指定する書式で提出してもらう。 

 冬休み前に、面接調査をもとにしたレポートを提出してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

潮谷有二ほか、『社会調査の基礎』ミネルヴァ書房。 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『社会調査の基礎』中央法規。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.社会調査とは何か、社会調査が必要な理由(社会調査の意義と目的)について理解を深めることができたか。 

2.社会調査の種類、すなわち事例調査と量的調査の意義について理解し、それぞれ長所と短所を理解するこ

とができたか。 

3.社会調査における倫理や個人情報保護が必要な理由を把握することができたか。 

4.量的調査と質的調査の母集団の標本抽出法、回収率が重要である理由について学習することができたか。 

5.グループごとに仮設を設定し、質問項目を作成し、現地調査を実施するなど調査の方法を身に付けること

ができたか。 

6.分析方法（仮説の検証を含む）、分析結果に基づきレジュメの作成、発表、議論の仕方などを実践すること

ができたか。 

○評定の方法 

小テストの評価基準     40％ 

授業の態度や内容の把握など 30％ 

レポート・課題提出と発表  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

基礎的な社会調査能力を習得することを目標として欲しい。 

情報処理学習室のパソコンを使うので、ログインできるようにしておくこと。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 シラバスに目を通しておくこと。 

事後学習 学習記録への記入 

第２回 社会調査の意義と目的、統計法の概要 事前学習 

教科書序章 1・2・3（pp.2～13）・5（pp.17～

21）を読み、分からない言葉について調べて

おく。 



 

 

事後学習 学習記録への記入 

第３回 社会調査における倫理と個人情報保護 

事前学習 
教科書序章 4（pp.13～16）を読み、分からな

い言葉について調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第４回 社会調査の種類 

事前学習 

教科書第１章 2（pp.27～33）、第４章 1・2（pp.84

～91の 24行目）を読み、分からない言葉につ

いて調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第５回 量的調査の方法 

事前学習 
教科書第２章 2・3（pp.40～54）を読み、分か

らない言葉について調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第６回 仮説の設定と調査計画 

事前学習 

教科書第１章 1（pp.24～27）、第３章 2・3（pp.63

～72）、第４章 2「方法の選択基準」（pp.91～

92）を読み、分からない言葉について調べて

おく。 

事後学習 学習記録への記入 

第７回 調査票の作成 

事前学習 
教科書第３章 4（pp.72～79）を読み、分から

ない言葉について調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第８回 調査票の配布と回収、データ入力 

事前学習 

教科書第４章 3「回収率を高めるための工夫」

（pp.95～96）、第５章 1（pp.112～118）を読

み、分からない言葉について調べておく。 

Microsoft Excel による作表の方法について

確認しておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第９回 
量的調査の集計と分析（１）データの区分、度数分布と

記述統計 

事前学習 
教科書第５章 2・3・4（pp.119～128）を読み、

分からない言葉について調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第１０回 量的調査の集計と分析（２）記述統計量とクロス集計 

事前学習 
教科書第５章 5・6（pp.128～135の 21行目）

を読み、分からない言葉について調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第１１回 

量的調査の集計と分析（３）散布図、相関係数と回帰分

析、重回帰分析 

問題演習 

事前学習 

教科書第５章 6「散布図」（pp.135～136）、第

５章 6「関連性を示す統計量」(2)量的変数

（pp.139～140）を読み、分からない言葉につ

いて調べておく。 

事後学習 
学習記録への記入 

問題演習の復習 

第１２回 質的調査の種類と方法 事前学習 
教科書第４章 4（pp.96～105）を読み、分から

ない言葉について調べておく。 



 

 

事後学習 学習記録への記入 

第１３回 
質的調査の分析方法 

問題演習 

事前学習 
教科書第６章（pp.150～167）を読み、分か

らない言葉について調べておく。 

事後学習 
学習記録への記入 

問題演習の復習 

第１４回 グループワークによるデータ分析、発表レジュメ作成 

事前学習 
自分が作成したレポートの内容を確認して

おく。 

事後学習 学習記録への記入 

第１５回 グループ発表、まとめ 

事前学習 授業内の問題演習に即して知識を確認する。 

事後学習 
グループ発表の内容を振り返る。 

授業全体の重要事項について確認する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会調査法 （2単位） 

３．科目番号 
SSMP2107 

SBMP2107 
２．授業担当教員 熊谷 大輔 

４．授業形態 
講義、小テスト、ディスカッション、仮説作成、質問項目と選択肢
作成、面接調査、レジュメ作成と発表 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 社会調査の目的は、社会事象について現地調査を行い（積極的に数値を利用して正しく測定する）、データ

を入力し、調査結果から一般的な規則性を見出し、必要に応じて取るべき行動を定めようとすることである。

現在、社会福祉など専門分野では、人々のニーズの把握や解決策を量的調査や質的調査に基づいて提案する

など科学的エビデンスが求められている。本講義を受講することにより、社会調査の重要性と、世の中に氾

濫する社会調査の真実や問題点を把握することが可能となる。 

 本講義では、次のことを学習する。第１に、社会福祉領域における社会調査の意義と目的、統計法の概要、

社会調査における倫理や個人情報保護、社会調査の基本である質的調査法と量的調査法について学ぶ。第２

に、社会調査を実施するに当たり守らなければならない個人情報の保護、得られたデータから個人情報の扱

いについて理解を深める。第３に、人々のニーズや問題を発見し、それらの原因や解決策を探るために仮説

を設定し、それに基づき質問項目を作成する。現地調査（面接調査）の実施によるデータの収集。量的調査

と質的調査の調査の方法を学習する。その際には、社会調査が個人のプライバシーに関わるものであること

を念頭におき、個人情報の保護、人権に配慮する。第４に、量的調査や質的調査のデータに基づき、現状と

関連要因を分析し、発表レジュメを作成し、発表するなど、エビデンスに基づいた社会調査の必要性を理解

する。 

８．学習目標 

1.社会調査とは何か、社会調査が必要な理由(社会調査の意義と目的)について理解を深める。 

2.社会調査の種類、すなわち事例調査と量的調査の意義について理解し、それぞれ長所と短所を理解する。 

3.社会調査における倫理や個人情報保護が必要な理由を把握する。 

4.量的調査と質的調査の母集団の標本抽出法、回収率が重要である理由について学習する。 

5.グループごとに仮設を設定し、質問項目を作成し、現地調査を実施するなど調査の方法を身に付ける。 

6.分析方法（仮説の検証を含む）、分析結果に基づきレジュメの作成、発表、議論の仕方などを実践する。 

7.社会福祉士国家試験受験に必要な基礎知識について説明できるようになる（受験予定学生の場合）。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

履修者は事前学習において、実施内容についてまとめるなどの対策が必要である。 

履修者に課す課題レポート作成については個人作成およびグループ作成等、授業理解度を考慮し実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

潮谷有二ほか、『社会調査の基礎』ミネルヴァ書房。 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『社会調査の基礎』中央法規。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.社会調査とは何か、社会調査が必要な理由(社会調査の意義と目的)について理解を深めることができたか。 

2.社会調査の種類、すなわち事例調査と量的調査の意義について理解し、それぞれ長所と短所を理解するこ

とができたか。 

3.社会調査における倫理や個人情報保護が必要な理由を把握することができたか。 

4.量的調査と質的調査の母集団の標本抽出法、回収率が重要である理由について学習することができたか。 

5.グループごとに仮設を設定し、質問項目を作成し、現地調査を実施するなど調査の方法を身に付けること

ができたか。 

6.分析方法（仮説の検証を含む）、分析結果に基づきレジュメの作成、発表、議論の仕方などを実践すること

ができたか。 

○評定の方法 

小テストの評価基準     40％ 

授業の態度や内容の把握など 30％ 

レポート・課題提出と発表  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

履修者は新聞記事や各種調査結果等を通じて、今私たちの生きている社会がどのような社会なのか、そして

そこにはどのような変化が生じているのかについて関心を払う習慣を身につける。 

履修者には主体的な講義への参加を期待する。なお、これらすべての講義内容については授業の理解度や進

歩状況により学生への配慮を行う。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：授業内容の進め方について 

（シラバス／講義概要／試験及びレポート説明など） 

事前学習 事前にシラバスについて目を通しておく。 

事後学習 説明された内容について整理する。 

第２回 
社会調査の意義と目的：社会調査の意義と目的・その対

象について 

事前学習 教科書の序章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
授業の中での社会調査の意義と目的につい

て要点をまとめる。 

第３回 統計法：統計法の概要と社会調査における倫理について 事前学習 教科書の序章を読み、理解を深めておく。 



 

 

事後学習 
授業の中で社会調査における倫理について

要点をまとめる。 

第４回 社会調査における個人情報保護について 

事前学習 事前に配布する課題について作成しておく。 

事後学習 
授業の中での調査時における個人情報保護

について要点をまとめる。 

第５回 
量的調査の方法①：（全数調査と標本調査／母集団／標

本／標本抽出／その他） 

事前学習 教科書の第 1章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
授業の中で実施した量的調査の種類につい

て要点をまとめておく。 

第６回 量的調査の方法②：（横断調査と縦断調査について） 

事前学習 
教科書の第 2章を読み、横断調査と縦断調査

について理解を深めておく。 

事後学習 
授業の中で実施した調査方法（横断・縦断）

について要点をまとめる。 

第７回 量的調査の方法③：（自計式調査と他計式調査） 

事前学習 
教科書の第 2章を読み、自計式調査と他計式

調査について理解を深めておく。 

事後学習 
授業の中で実施した調査方法（自計式・他計

式）について要点をまとめる。 

第８回 
量的調査の方法④：（測定／測定の水準／測定の信頼性

と妥当性／その他） 

事前学習 事前に配布する課題について作成しておく。 

事後学習 
授業の内容について整理する。 

課題レポートを作成・提出する。 

第９回 

量的調査の方法⑤：（質問紙の作成方法と留意点／ダブ

ルバーレル質問／パーソナルな質問とインパーソナル

な質問／その他） 

事前学習 事前に配布する課題について作成しておく。 

事後学習 
授業の中での質問紙の作成方法について要

点をまとめる。 

第１０回 
量的調査の方法⑥：（調査票の配布と回収／訪問面接調

査／郵送調査／留め置き調査／その他） 

事前学習 教科書の第 3章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
授業の中での調査法（訪問面接・郵送調査・

留め置き調査）について要点をまとめる。 

第１１回 

量的調査の方法⑦：（量的調査の集計と分析／コーディ

ング／単純集計と記述統計／質的データの関連性／量

的データの関連性） 

事前学習 教科書の第 5章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
授業の内容について整理する。 

課題レポートを提出する。 

第１２回 質的調査の方法①：（観察法と面接法） 

事前学習 
グループに分かれ、事前に配布する課題を作

成しておく。 

事後学習 
授業の中で実施した演習内容（観察法・面接

法）についてまとめる。 

第１３回 
質的調査の方法②：（質的調査における記録の方法と留

意点） 

事前学習 
グループに分かれ、事前に配布する課題を作

成しておく。 

事後学習 
授業の中で実施した調査における記録の必

要性についてまとめる。 

第１４回 質的調査の方法③：（質的調査のデータの整理と分析） 

事前学習 教科書の第 6章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
授業の内容について整理する。 

課題レポートを作成・提出する。 

第１５回 社会調査の実施における ITの活用方法について 

事前学習 事前に配布する課題について作成しておく。 

事後学習 
授業の中で実施した IT の活用方法について

要点をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2416 

SCOT2416 

SJMP2137 ２．授業担当教員 齋藤 厚子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会的養護の基本的内容として、子どもの理解を踏まえた日常生活支援、治療的支援、自立支援を理解する。
施設養護と家庭養護それぞれの生活特性と実際を学び、アセスメントと個別支援計画の作成、記録、自己評価

ができるようになる。社会的養護に関わる専門技術として、保育の専門性と社会的養護に関わる相談援助の知
識と技術とその実践を身に付ける。社会的養護における子ども虐待と家庭支援について学び、今後の課題と展
望を理解する。 

８．学習目標 

1.児童福祉施設における養護の意義を理解し、専門的な支援者としての保育士に必要な認識を身につける。 
2.子どもの成長・発達に果たす養護の意義について学習し、保育士としての役割感覚を身につける。 
3.子どもの最善の利益を意識した支援の実践方法を身につける。 

4.社会的養護に関わる施設の事例分析を行い、利用者理解と事例への洞察力、支援の視点を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.グループごとにテーマを決めポスター発表を行います。 

2.まとめのレポートを実施します（詳細は授業にて） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

レジュメにて授業を進めます。※レジュメをファイルするフォルダーを用意すること。 

【参考書】 

辰巳隆・岡本眞幸編集 『改訂 保育士をめざす人の社会的養護内容』みらい。 

吉田眞理編著、児童の福祉を支える 演習『社会的養護内容』萌文書林。 

桜井奈津子編著『養護内容』青踏社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.児童福祉施設における養護の意義を理解し、支援者としての保育士に必要な認識力を身につけられたか。 

2.子どもの成長・発達に果たす養護の意義について学習し、保育士としての役割感覚を身につけられたか。 

3.子どもの最善の利益を意識した支援の実践方法を身につけられたか。 

4.社会的養護に関わる各施設における事例分析を行い、利用者理解と支援方法、及び支援に関する具体的方策

を考察出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

講義で学んだこと、考えたことを日々の生活と繋げ深めてください。児童福祉施設のボランティアに参加する

など実践的に学ぶ姿勢を期待します。 

13．オフィスアワー 

後日インフォメーションします。尚、オフィスアワー以外の時間でも来室は可能ですが、できるだけ事前にメ

ールにて連絡をするようにしてください。  

メールアドレス：atsaito@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

研究室: 13号館 8階 984 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

授業の目的・概要について学ぶ 

事前学習 
シラバスを熟読する。 

レジュメを保管するファイルを用意する。 

事後学習 社会的養護の概念について復習をしてくる。 

第２回 社会的養護の理念と施設の役割 
事前学習 社会的養護の体系について復習をしておく。 

事後学習 施設の機能と役割について整理する。 

第３回 子どもの権利条約の理念と意義 
事前学習 子どもの権利条約について復習をしておく。 

事後学習 子どの権利の視点から事例について考えてみる。 

第４回 
施設養護における支援の実際 

支援プロセスの概要 

事前学習 施設養護の内容を復習しておく。 

事後学習 支援プロセスのポイントをまとめる。 

第５回 
グループ発表準備 

グループごとに支援プロセスについてまとめる① 

事前学習 配布資料を熟読しておく。 

事後学習 グループのテーマについて再考する。 

第６回 
グループ発表準備 

グループごとに支援プロセスについてまとめる② 

事前学習 分担部分についてさらに調べておく。 

事後学習 まとめ方について各自考えてくる、 

第７回 
グループ発表準備 

グループごとに支援プロセスについてまとめる③ 

事前学習 分担部分についてまとめておく。 

事後学習 スライドの構成について再検討する。 

第８回 支援プロセスについてグループ別発表① 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表内容について復習する。 

第９回 支援プロセスについてグループ別発表② 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表内容について復習する。 

  



 

 

第１０回 支援プロセスについてグループ別発表③ 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表内容について復習する。 

第１１回 支援プロセスについてグループ別発表➃ 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表内容について復習する。 

第１２回 支援プロセスについてグループ別発表➄ 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 支援プロセス全体について再度整理する。 

第１３回 ゲストスピーカーによる講義 
事前学習 ゲストスピーカーへの質問を考えておく。 

事後学習 現場の状況から学んだことを再度整理する。 

第１４回 
自立支援計画書の作成 

事例にそった支援計画の策定 

事前学習 事前学習をふまえ支援計画の目的を確認する。 

事後学習 個別ケアの必要性について確認する。 

第１５回 
自立支援計画書の作成 

 発表と討議 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 
発表をふまえ、施設での支援の在り方について考察を

深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 岡田 高明 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場

合によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学関連科目の履修が望まれる。 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人

などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、

社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが

良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法

人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントは課さない。授業内で長期休暇中の課題レポートを提示する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

宇山勝儀・小林理編著『社会福祉事業経営論－福祉事業の経営と管理』光生館、2011年。 
【参考書】 
平林亮子・高橋知寿『やさしくわかる社会福祉法人の経営と運営』税務経理協会、2018年。 

中島明彦著『医療福祉経営入門』同友館出版、2017年。 
柳在相編著『医療福祉の経営戦略』中央経済社、2013年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 授業はディスカッションやプレゼンテーションを中心に行われるので積極的に参加してほしい。また、

学生個人の思考力、創造力、問題解決能力の育成という、本学の基本方針の達成に向けて、下記の事を守

ることが期待されている。 

①正当な理由なく授業を欠席、遅刻、早退しないこと。とくに、3/4以上の出席が確認できない場合、本学

規定により単位の修得が認められないので注意すること。 

②理解できない部分は質問する等、積極的な態度で授業に参加すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話等、電子機器の電源を切っておくこと。 

④課題の提出期限を厳守すること。 

 なお、受講生の興味関心、理解度に応じて、講義の順序や内容を変更することがある。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認してお
く。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第２回 第 1章社会福祉事業の意義と経営構造 
事前学習 教科書の pp3〜19を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第３回 第 2章社会福祉事業の歴史 
事前学習 教科書の pp21〜48を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第４回 第 3章社会福祉事業をめぐる関連法制度 
事前学習 教科書の pp51〜71を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第５回 第 4章社会福祉事業の経営と管理 
事前学習 教科書の pp73〜83を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第６回 第 5章社会福祉事業の組織管理 
事前学習 教科書の pp87〜104を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第７回 第 6章社会福祉サービスの人事管理 
事前学習 教科書の pp107〜120を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第８回 第 7章社会福祉事業の労務管理 
事前学習 教科書の pp121〜150を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第９回 第 8章社会福祉事業の財務・会計管理 
事前学習 教科書の pp151〜184を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１０回 第 9章社会福祉事業の建物・設備管理 
事前学習 教科書の pp187〜194を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１１回 第 10章社会福祉事業のサービス管理 
事前学習 教科書の pp195〜209を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 



 

 

第１２回 第 11章社会福祉事業の情報管理 
事前学習 教科書の pp211〜218を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１３回 第 12章社会福祉事業の危機・安全管理 
事前学習 教科書の pp219〜233を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１４回 第 13章社会福祉事業の戦略管理 
事前学習 教科書の pp235〜252を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１５回 総括－まとめ 
事前学習 これまでの講義概要を理解しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 松尾 仁 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場

合によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
社会福祉および経営学関連科目を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人

などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、

社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが

良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法

人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業内容と関連したレポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 11 福祉サービスの組織と経営 第 5 版』中
央法規、2017年。 
【参考書】 
中島明彦『医療福祉経営入門』同友館、2017年。 
菊池敏夫・櫻井克彦・田尾雅夫・城田吉孝編著『現代の経営学』税務経理協会、2018年。 
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉〔第 11版〕』ミネルヴァ書房、2016年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

主体的に授業に参加し、社会福祉経営の基礎的な理論と現状を学び、社会福祉経営のさまざまな問題につ

いて漠然とではなく論理的に考える力を身につけるよう心掛けていただきたい。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス/福祉サービスと経営 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認し、教科
書の pp.2～11 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第２回 社会福祉サービスの制度 
事前学習 教科書の pp.12～17 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第３回 社会福祉法人の概要 
事前学習 教科書の pp.20～47 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第４回 社会福祉サービスの法人・団体 
事前学習 教科書の pp.48～75 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第５回 福祉サービスの戦略 
事前学習 教科書の pp.78～92 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第６回 福祉サービスの組織 
事前学習 教科書の pp.93～98 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第７回 福祉サービスの管理 
事前学習 教科書の pp.99～106 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第８回 福祉サービスのグループ・ダイナミクス 
事前学習 教科書の pp.107～113 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第９回 福祉サービスのリーダーシップ 
事前学習 教科書の pp.114～119 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１０回 社会福祉とサービスマネジメント 
事前学習 教科書の pp.122～152 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１１回 福祉サービスのリスクマネジメント 
事前学習 教科書の pp.153～174 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１２回 福祉サービスの人事・労務管理 
事前学習 教科書の pp.176～221 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１３回 社会福祉法人の財務管理 
事前学習 教科書の pp.224～256 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１４回 福祉サービスの情報管理と広報 
事前学習 教科書の pp.258～276 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 



 

 

第１５回 総括 
事前学習 これまでの授業内容を整理しておく。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場合

によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人な

どがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、社

会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが良い

のかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法人との

関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントについては、基本的には課さないが、必要に応じて課すケースもある。 

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編『新・社会福祉士養成講座 11．福祉サービスの組織と経営第 5 版』中央法

規、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを目

的としています。目的達成のため、受講生は下記の条件を守ってください。 

１．授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講してください。学生には積極的な態度で授業に参加

することが期待されています。 

２．自ら進んで教員に質問してください。理解できないことをそのまま放っておくことはしないでください。 

３．授業中は欠席、遅刻、早退、無断退出をしないでください。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を

必ず教員に報告してください。正当な理由であっても､3/4以上の出席が確認できない場合は、不合格となり

ます。 

４．授業中、私語は絶対にしないでください。 

５．授業中に居眠りはしないでください。 

６．授業中は携帯電話・スマートフォンの電源を切ってください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明） 

事前学習 
社会福祉経営の概念に関する記事を確認す

る。 

事後学習 
授業の説明及び授業内容全体の構成を考察

して、社会福祉と経営の概念をまとめる。 

第２回 
福祉サービスにおける組織と経営（１） 

（福祉サービスと制度） 

事前学習 
福祉サービスの供給に関する記事を予備知

識として確認する。 

事後学習 
福祉サービスの事業者および対象の変遷つ

いてまとめる。 

第３回 
福祉サービスにおける組織や経営（２） 

社会市場における経営環境と倫理 

事前学習 
社会市場における経営環境について確認す

る。 

事後学習 
授業内容、第 1章の福祉サービスについてま

とめる。 

第４回 
福祉サービスにかかわる組織や団体（１） 

ガバナンス、コンプライアンス 

事前学習 法人に意味について調べる。 

事後学習 
企業のガバナンスとコンプライアンスにつ

いて整理する。 

第５回 
福祉サービスにかかわる組織や団体（２） 

社会福祉法人、NPO 法人 

事前学習 
社会福祉法人、NPO 法人に関連する記事の確

認。 

事後学習 社会福祉法人、NPO法人の現状を整理する。 

第６回 
福祉サービスにかかわる組織や団体（３） 

医療法人、営利法人、公益法人、市民団体、協同組合 
事前学習 

営利法人と社会福祉関連企業に関する記事

を確認。 



 

 

事後学習 
医療法人、営利法人の事業の多様化について

まとめる。 

第７回 
福祉サービスの戦略の基礎理論 

戦略の基礎概念、戦略策定プロセス 

事前学習 経営戦略とは何か考えてまとめる。 

事後学習 経営戦略の策定についてまとめる。 

第８回 
福祉サービスの組織の基礎理論 

組織構造、組織形態 

事前学習 集団と組織の違いとは何か考えまとめる。 

事後学習 組織構造と組織原則についてまとめる。 

第９回 
福祉サービスの組織と経営の基礎理論 

リーダーシップ、管理運営 

事前学習 モチベーションについてまとめる。 

事後学習 
福祉サービスにおけるリーダーシップの応

用について整理する。 

第１０回 
福祉サービスの管理運営 

サービスマネジメント、サービスの質の評価 

事前学習 サービス取引の特性について調べる。 

事後学習 
福祉サービスとマーケティングとの関係性

について整理する。 

第１１回 
福祉サービスのサービス管理 

苦情対応とリスクマネジメント 

事前学習 
福祉サービスのリスクに関する記事を確認

する。 

事後学習 
サービス課題の解決についてバックアップ

型組織を中心にまとめる。 

第１２回 福祉サービスの人事労務管理 

事前学習 
福祉サービスにおける動機づけに関連する

記事を確認する。 

事後学習 
福祉サービスの人事労務管理のあり方を整

理する。 

第１３回 福祉サービスの会計管理と財務管理 

事前学習 
福祉サービスの資産管理と運営財源に関連

する記事を確認する。 

事後学習 
福祉サービス提供組織の財源に関して把握

する。 

第１４回 福祉サービスの情報管理と戦略的広報 

事前学習 
インターネット利用者の推移に関連する記

事を確認する。 

事後学習 
個人情報保護と事業運営の透明性について

福祉サービスを軸にまとめる。 

第１５回 まとめ 
事前学習 これまでの授業内容を整理する。 

事後学習 全体の学習を確認して総括する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場

合によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経学など経営関連の履修内容を合わせて理解を深めることが重要。 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人

などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、

社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが

良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法

人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントは特に課さない。15回の講義の中では各講義内容と関連した演習問題を出題する。また、

第１２回の講義の際にレポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編集『新・社会福祉士養成講座〈11〉福祉サービスの組織と経営 第５版』 
中央法規出版、2017 

【参考書】 
野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社 

榊原清則著『経営学入門 上 下』日経文庫、日本経済新聞社  

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してもらう。班別に
リーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなう。なお授業中にスマホ、私語、居眠り
の多い者は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による厳重な監督下におく。 

２．第１２回目の講義の際にレポート課題を出題しますが、提出期限はその際に知らせる。また提出され
たレポートは後日発表してもらう。  

３．将来、福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、

という意気込みで講義や演習に臨んでほしい。 
４．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、

自分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニ

ングの場と考えること。 

５．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

福祉サービスにおける組織と経営 

事前学習 テキスト pp.2～17 を読み概要を知る。 

事後学習 授業の中で出た議論や疑問点を整理する。 

第２回 社会福祉法人のガバナンス 

事前学習 
テキスト pp.19～47 に記載された各章や節の見出し

の他、図や表を読んで理解し、ついて概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第３回 福祉サービスにおける経営戦略、組織 

事前学習 
テキスト pp77～85（経営戦略）,93～98（組織）を読

み経営戦略と組織の概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第４回 
福祉サービスにおける経営戦略と組織 

演習 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
演習の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第５回 福祉サービス組織におけるリーダーシップ 1 

事前学習 
pp.107～113（組織、集団、集団力学）を読み、自分

なりに組織と集団、個人の役割を考える。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第６回 
福祉サービス組織におけるリーダーシップ 1 

演習 

事前学習 前回配布した資料を見ておく。 

事後学習 
前回学んだ組織や集団の考えと今回の演習での討議

内容を比較、整理 



 

 

第７回 
福祉サービス組織におけるリーダーシップ 2 

 

事前学習 pp.114～119（リーダーシップ）を読み概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第８回 
福祉サービス組織におけるリーダーシップ 2 

演習 

事前学習 前回配布した資料を見ておく 

事後学習 
前回学んだリーダーシップの諸理論と今回の演習で

の討議内容を比較、整理 

第９回 サービスマネジメント 

事前学習 

pp.121～137（サービスマネジメント）に記載された

各章や節の見出しの他、図や表を読んで理解し、授業

内容について概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第１０回 サービスの質の評価、リスクマネジメント 

事前学習 

pp.138～162（サービスの質、苦情対応とリスクマネ

ジメント）に記載された各章や節の見出しの他、図や

表を読んで理解し、概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第１１回 人事労務管理、人材育成 

事前学習 
pp.175～179（福祉サービスの人事・労務管理）,204

～217（人材育成の意義）を読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第１２回 

人事労務管理、人材育成 

演習、 

レポート課題の出題 

事前学習 前回配布した資料を見ておく。 

事後学習 
演習の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第１３回 福祉サービスにおける会計管理・財務管理 

事前学習 

テキスト pp.223～238 に記載された各章や節の見出

しの他、図や表を読んで理解し、授業内容について概

要を知る。 

事後学習 
会計管理・財務管理の意義や制度を理解したか再確

認する。 

第１４回 
情報管理そのほか 

 

事前学習 

pp.257～276（個人情報保護、介護サービス情報の公

表制度、第三者評価制度) に記載された各章や節の見
出しの他、図や表を読んで理解し、授業内容について
概要を知る。授業開始の前日までに第１２回で出題

されたレポートを提出しておく。 

事後学習 
情報管理、情報公表制度、第三者評価制度の意義や制

度を理解したか再確認。 

第１５回 
最後のまとめ 

演習（レポート課題発表と討論） 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 

第１２回で出題されたレポートの発表準備 

事後学習 
社会福祉サービスの経営に関し自分なりの知見が持

てたか振り返る。  

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場

合によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学関連科目の履修が望まれる。 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人

などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、

社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが

良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法

人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

期間中、レポートを3回課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

授業内に配布するプリント教材を使用する。 
【参考書】 
中島明彦著『医療福祉経営入門』同友館出版、2017。 

柳在相編著『医療福祉の経営戦略』中央経済社、2013。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 授業はディスカッションやプレゼンテーションを中心に行われるので積極的に参加してほしい。また、

学生個人の思考力、創造力、問題解決能力の育成という、本学の基本方針の達成に向けて、下記の事を守

ることが期待されている。 

①正当な理由なく授業を欠席、遅刻、早退しないこと。とくに、3/4以上の出席が確認できない場合、本学

規定により単位の修得が認められないので注意すること。 

②理解できない部分は質問する等、積極的な態度で授業に参加すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話等、電子機器の電源を切っておくこと。 

④課題の提出期限を厳守すること。 

 なお、受講生の興味関心、理解度に応じて、講義の順序や内容を変更することがある。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認してお
く。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第２回 福祉組織の特徴 
事前学習 福祉組織の特徴を考えておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第３回 福祉組織経営に関係する制度 
事前学習 福祉組織経営に関係する制度を調べておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第４回 福祉組織経営の全体像 
事前学習 福祉組織の経営の特徴を考えておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第５回 福祉組織の経営戦略 
事前学習 経営戦略とは何か確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第６回 福祉組織の経営事例 その１ 
事前学習 

第５回で学習した経営戦略の特徴を復習し
ておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第７回 福祉組織のマーケティング 
事前学習 マーケティングとは何か確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第８回 福祉組織の経営事例 その２ 
事前学習 

第７回で確認した福祉組織のマーケティン

グの特徴を復習しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第９回 福祉組織のファイナンス  
事前学習 ファイナンスとは何か確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１０回 福祉組織の経営事例 その３ 
事前学習 

第９回で確認した福祉組織のファイナンス
の特徴を復習しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 



 

 

第１１回 福祉組織のアカウンティング 
事前学習 アカウンティングとは何か確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１２回 福祉組織の経営事例 その４ 
事前学習 

第１１回で確認した福祉組織のアカウンテ
ィングの特徴を確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１３回 福祉組織経営のイノベーション 
事前学習 

経営学におけるイノベーションとは何か確
認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１４回 福祉組織の経営事例 その５ 
事前学習 

第１３回で確認した福祉組織のイノベーシ

ョンの特徴を確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１５回 総括 
事前学習 これまでの講義概要を理解しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。  

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場

合によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学など経営関連の履修内容を合わせて理解を深めることが重要。 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人

などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、

社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが

良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法

人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポートを、中間まとめの際に課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】福祉臨床シリーズ編集委員会編『社会福祉シリーズ 11 福祉サービスの組織と経営［第 3 版］』

弘文堂、2019。 

【参考書】授業の中で適宜指示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「福祉サービスの組織と経営」は、社会福祉士国家試験の受験資格を得るための指定科目です。資格を目

指す学生にとって、とても重要な科目になります。また将来福祉の道に進む学生にとっては、福祉サービ

スを提供する組織と経営のあり方を学んでおくことは、必須の知識となります。リアルビジネスの世界で

30年間働いてきた教員の経験も注入しますので、共に基礎からじっくり学んでいきましょう。毎回できる

だけ課題を出します。それについて、各自が考察した結果を発表して教員と議論し、理解を深めていただ

きます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション&社会福祉と経営の概念  

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじ

め理解しておく。 

事後学習 
授業の説明及び授業内容全体の構成を考察して、社会

福祉と経営の概念をまとめる。 

第２回 社会福祉基礎構造改革 

事前学習 
教科書 pp4～5 の措置制度の特徴と課題、pp.6~7 の社

会福祉器ぞ構造改革を読み、内容を理解する。 

事後学習 
日本の過去の社会福祉に関する改革の概要についてま

とめる。 

第３回 組織の設立と変遷 

事前学習 
教科書 pp.7～12 の「運営」から「経営」への転換を読

み、内容を理解する。 

事後学習 社会福祉組織の経営についてまとめる。 

第４回 福祉サービスの経営特性と課題 

事前学習 

教科書 pp.12～22 の福祉サービスの経営特性と諸課

題、pp.22~26 の福祉サービス経営のミッションと新た

な課題を読み、内容を理解する。 

事後学習 
福祉サービスの経営的な特性と今の課題についてまと

める。 

第５回 福祉サービスに係る組織や団体 

事前学習 
教科書 pp.30～34 の法人について、pp.34~40 の社会

福祉法人を読み、内容を理解する。 

事後学習 
福祉サービスを提供する組織・団体について、特徴を

まとめる。 

第６回 経営戦略 
事前学習 教科書 pp.54～62の経営戦略を読み、内容を理解する。 

事後学習 社会福祉組織の経営戦略について、整理しまとめる。 

第７回 組織と経営に関する基礎理論 事前学習 
教科書 pp.66～74の組織と経営に関する基礎理論を読

み、内容を理解する。 



 

 

事後学習 
福祉サービスを提供する組織の経営について、基礎理

論をまとめる。 

第８回 管理と運営に関する基礎理論 

事前学習 
教科書 pp.74～80の管理と運営に関する基礎理論を読

み、内容を理解する。 

事後学習 
福祉サービスを提供する組織の管理と運営について、

基礎理論をまとめる。 

第９回 集団力学とリーダーシップに関する基礎理論 

事前学習 
教科書 pp.80～86の集団力学とリーダーシップに関す

る基礎理論を読み、内容を理解する。 

事後学習 
福祉サービスを提供する組織における集団力学とリー

ダーシップについて、基礎理論をまとめる 

第１０回 中間まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容を振り返り、質問するべきことを

まとめておく。 

事後学習 
質疑応答の内容をまとめて、理解を深めておく。課題

レポートについて、作成を始める。 

第１１回 人事労務管理 

事前学習 
教科書 pp.92～108 の人事・労務管理を読み、内容を

理解する。 

事後学習 
福祉サービスを提供する組織における人事・労務管理

について、学習内容を整理しまとめる。。 

第１２回 福祉サービス組織の管理運営 

事前学習 
教科書pp.148～155の福祉サービス組織におけるコン

プラインストガバナンスを読み、内容を理解する。 

事後学習 

福祉サービスを提供する組織について、そこで必要と

されるコンプライアンスとガバナンスについて、整理

しまとめる。 

第１３回 利用者のニーズとサービスマネジメント 

事前学習 

教科書pp.176～180のサービス利用者およびニーズの

動向と pp.180~185 の福祉サービス提供組織の基本を

読み、内容を理解する。 

事後学習 
福祉サービスのニーズや提供組織のマネジメントにつ

いて、学習内容を整理しまとめる。 

第１４回 社会福祉組織の危機管理 

事前学習 

教科書 pp.194～201の危機管理とは何か、pp.207~215

の適切な福祉・介護サービス提供体制の確保を読み、

内容を理解する。 

事後学習 
社会福祉組織の危機管理について、学習内容を整理し

まとめる。 

第１５回 総まとめ 

事前学習 

ここまでの学習内容を振り返って、理解が不足してい

る点、より深く理解したい点などを、抽出して質問で

きるように準備する。 

事後学習 

質疑応答の内容をまとめて、理解が不十分であった内

容について確認する。同時に、期末試験に向けたレビ

ューの予定を立て、実行する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP1103 

SBMP1103 

SPMP1103 

PSMP1403 
２．授業担当教員 村川 浩一 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題について

も考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人の役

割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 

1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 
2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 
3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 

4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 
5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 
6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業の最後に当日の講義内容の要点、意見メモを提出する。 
２．グループディスカッションは、検討内容をまとめ発表する。 

３．レポート課題「現代日本の福祉課題」1000字程度にまとめ提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

  6つの目標について関心を高め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

  6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本講義は社会福祉を学ぶ上で基本的・基礎的な内容が中心となっており、講義に集中しノートを作り復習

することで、将来の福祉実習や仕事にも役立つ。意見や質問を遠慮せず出してみよう。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡します。 

14．授業展開及び授業内容   

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション  
講義のすすめ方、講師紹介 

福祉とは、社会福祉とは 

事前学習 教科書用意、シラバス確認 

事後学習 講義資料等の復習（配付された資料による） 

第２回 

ディスカッション「福祉への関心」 

・社会福祉への関心、意見交流 
・社会福祉への動機づけ 

事前学習 前回資料の復習、シラバス確認 

事後学習 講義資料等の復習（配付された資料等） 

第３回 
社会福祉の歴史・欧米の動き(1)近代 
（英国救貧法～新救貧法～ドイツ社会保険） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（英国救貧法・新救貧法等） 

第４回 
社会福祉の歴史・欧米の動き(2)現代 

1929年大恐慌、べバリッヂ報告他 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（ベバリッジ報告その他） 

第５回 
社会福祉の歴史・日本の動き(1)明治～戦前 

（恤救規則、救護法ほか） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読（救護法その他） 

事後学習 講義資料等の復習（救護法その他） 

第６回 
社会福祉の歴史・日本の動き(2)戦後～現代 
（福祉３法・福祉６法、社会保障構造改革） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（戦後日本の福祉法制度） 

第７回 
社会福祉士の理念（日本国憲法、共感・社会連
帯・QOL・ノーマライセーション） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（日本国憲法ほか） 

第８回 
社会福祉の理念・ソーシャルワーク 
(1)リッチモンド、ティトマス他 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（リッチモンド・テイトマス他） 

第９回 
社会福祉の理念・ソーシャルワーク 
(2)診断主義～機能主義、市民参加 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（診断主義・機能主義ほか） 

第１０回 
社会福祉の政策(1)福祉国家の役割 

・3つの福祉資本主義、日本は？ 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉国家・Eアンデルセン他）９ 

第１１回 
社会福祉の政策(2)日本の福祉政策 

・少子高齢化、貧困問題への対応等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習福祉政策・少子高齢化ほか 

第１２回 グループディスカッション「福祉政策への関 事前学習 前回資料の復習、シラバス確認、 



 

 

心・福祉現場への理解」意見交流 事後学習 講義資料等の復習（配付された資料をもとに） 

第１３回 
社会福祉における行政の役割(1) 

（国＝中央政府）厚生労働省 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（厚生労働省・地方自治体の機関） 

第１４回 
社会福祉における行政の役割(2) 

（地方自治体・機関福祉事務所・児童相談所他） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉事務所・児童相談所ほか） 

第１５回 
社会福祉における民間の役割(1) 
・社会福祉法人、社会福祉協議会・農協・生協 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（社会福祉法人・社協その他） 

第１６回 
社会福祉における民間の役割(2) 
・ボランティア活動、NPO等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（ボランティア等民間福祉活動） 

第１７回 
直接援助技術(1)ケースワーク 
・ケースワークの意義、過程等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（個別援助技術） 

第１８回 
直接援助技術(2)グループワーク他 
・グループワーク、ケースワーク（復習） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（集団援助技術その他） 

第１９回 
間接援助技術(1)コミュニティワーク 

・コミュニティワークと地域社会他 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（地域社会・地域援助技術） 

第２０回 
間接援助技術(2)スーパービジョン他 

・ケースワーク、コミュニティワーク（復習） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（スーパーヴィジョン他） 

第２１回 関連援助技術(1)ネットワーク他 
事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（ネットワークほか） 

第２２回 関連援助技術(2)ケアマネジメント他 
事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（ケアマネジメントほか） 

第２３回 
レポート課題「社会福祉の現状と課題につい
て」、グループディスカッション 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（配布プリントによる） 

第２４回 
試験予告（社会福祉のキーワードを復習し、 
理解を深める 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（配布プリントによる） 

第２５回 
社会福祉の課題(1)財源確保・配分、消費税率

改訂（複数税率を含む） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉財源・消費税その他） 

第２６回 
社会福祉の課題(2)人材の確保・養成・専門職

制度、海外からの人材ほか 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉人材・外国人労働者） 

第２７回 
社会福祉の課題(3)少子高齢化への対応等 
（保育所待機児童問題ほか） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（保育その他・少子化対策） 

第２８回 
社会福祉の課題(4)子育て支援、子ども食堂と
は、低所得者支援等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（低所得者支援ほか） 

第２９回 
関連制度への理解（保健医療・住宅・教育・雇
用労働その他） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（関連制度施策など） 

第３０回 
総括講義(1)社会福祉の課題、(2)海外に学ぶ
(英国、ドイツ、スウェーデン等) 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（配布プリントによる） 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 SBMP1103 

２．授業担当教員 佐藤 惟 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題について

も考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人の役

割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 

1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 
2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 
3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 

4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 
5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 
6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

前半期と後半期にそれぞれ1回ずつ（計2回）レポートを課す。レポートの題目及び執筆規定については授業
の中で指示する。また、小テストの一環として毎回の授業で教科書等の一節の書き取りを行い提出してもら

う予定である。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

  6つの目標について関心を高め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

  6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1．遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。 

2．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

3．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。違反者は 

受講態度で減点の対象となる。 

4．教員が発言を促した時には、間違っても良いので、積極的に自分の考えを述べてほしい。 

5．内容の理解度を確認するため、概ね 6～8 回に１回程度、確認テストの実施を予定している。確認テスト

の前は、それまでの授業内容の復習を怠らないこと。 

6．教科書等の輪読と一節の書き取りを行うことで知識の定着を図るとともに、読解力および文章作成能力の

基礎を培ってもらいたいと考えている。積極的に取り組んでほしい。 

13．オフィスアワー 別途、連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

授業内容  学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要、講師紹介等） 

社会福祉とは何か①理念としての社会福祉 

事前学習 事前に講義概要について目を通しておく。 

事後学習 社会福祉とは何か、自分の考えをまとめる。 

第２回 
社会福祉とは何か②制度政策としての社会福祉、実

践としての社会福祉 

事前学習 教科書 pp.6～15を読む。 

事後学習 社会福祉を 4 つの側面をまとめる。 

第３回 わが国の社会福祉の歩み①戦前 
事前学習 教科書 pp.17～21を読む。 

事後学習 戦前の社会福祉の歩みをまとめる。 

第４回 わが国の社会福祉の歩み②戦後 
事前学習 教科書 pp.21～27を読む。 

事後学習 戦後の社会福祉の歩みをまとめる。 

第５回 わが国の社会福祉の歩み③社会福祉基礎構造改革 
事前学習 教科書 pp.28～33を読む。 

事後学習 社会福祉基礎構造改革についてまとめる。 

第６回 
わが国の社会福祉の歩み④生活保護法と生活困窮者

自立支援法；確認テスト① 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
生活保護法と生活困窮者自立支援法の考え方

をまとめる。 

第７回 イギリスの社会福祉の歩み 
事前学習 教科書 pp.33～46を読む。 

事後学習 イギリスの社会福祉の歩みをまとめる。 

第８回 
アメリカの社会福祉の歩み、諸外国の社会福祉の歩

み 

事前学習 教科書 pp. 46～65を読む。 

事後学習 
アメリカ、ドイツ、スウェーデンの社会福祉の

歩みをまとめる。 

第９回 現代における社会福祉①社会福祉の考え方 
事前学習 教科書 pp.69～73を読む。 

事後学習 自己決定とパターナリズムについてまとめる。 

第１０回 現代における社会福祉②社会福祉の理論 
事前学習 教科書 pp.73～79を読む。 

事後学習 福祉レジーム論についてまとめる。 



 

 

第１１回 
社会福祉政策と福祉ニーズ①福祉サービス利用者の

とらえ方 

事前学習 教科書 pp.81～86を読む。 

事後学習 福祉サービス利用者のとらえ方を理解する。 

第１２回 
社会福祉政策と福祉ニーズ②福祉ニーズと社会福祉

問題 

事前学習 教科書 pp.87～92を読む。 

事後学習 福祉ニーズと社会福祉問題を理解する。 

第１３回 社会福祉関係法制と運営①法源としての憲法 
事前学習 教科書 pp.93～98を読む。 

事後学習 法源としての憲法を理解する。 

第１４回 
社会福祉関係法制と運営②国際的条約と社会福祉；

確認テスト② 

事前学習 教科書 pp.99～106を読む。 

事後学習 国際条約と社会福祉の関係を理解する。 

第１５回 
社会福祉関係法制と運営③社会福祉六法と社会福祉

法 

事前学習 教科書 pp.107～121を読む。 

事後学習 社会福祉六法と社会福祉法を理解する。 

第１６回 社会福祉関係法制と運営④様々な福祉の法律 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 様々な社会福祉の法律を理解する。 

第１７回 社会福祉行財政の理解①社会福祉行政 
事前学習 教科書 pp.123～129を読む。 

事後学習 社会福祉行政の体系をまとめる。 

第１８回 
外部講師による講演：社会福祉行財政の理解②社会
福祉財政と費用徴収 

事前学習 教科書 pp.129～134を読む。 

事後学習 社会福祉財政と費用徴収をまとめる。 

第１９回 民間福祉活動の理解①先進的な取り組みと制度化 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 民間福祉活動と国の制度の関係をまとめる。 

第２０回 民間福祉活動の理解②社会福祉法人、NPO 法人ほか 
事前学習 教科書 pp.134～142を読む。 

事後学習 社会福祉法人、NPO 法人についてまとめる。 

第２１回 
社会福祉援助の体系と担い手①社会福祉援助技術の
体系 

事前学習 教科書 pp.151～181を読む。 

事後学習 社会福祉援助技術の体系をまとめる。 

第２２回 
社会福祉援助の体系と担い手②福祉専門職を取り巻

く現状と課題；確認テスト③ 

事前学習 教科書 pp.181～192を読む。 

事後学習 福祉専門職を取り巻く現状と課題をまとめる。 

第２３回 児童家庭福祉の現状と課題 
事前学習 教科書 pp.205～213を読む。 

事後学習 児童家庭福祉の現状と課題をまとめる。 

第２４回 母子及び父子並びに寡婦福祉の現状と課題 
事前学習 教科書 pp.238～249を読む。 

事後学習 ひとり親家庭等福祉の現状と課題をまとめる。 

第２５回 障害者福祉の現状と課題 
事前学習 教科書 pp.213～224を読む。 

事後学習 障害者福祉の現状と課題をまとめる。 

第２６回 外部講師による講演：視覚障害者の生活と仕事 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 講演を聴いた感想をまとめる。 

第２７回 高齢者福祉の現状と課題 
事前学習 教科書 pp.225～237を読む。 

事後学習 高齢者福祉の現状と課題をまとめる。 

第２８回 保健医療福祉の現状と課題 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 保健医療福祉の現状と課題をまとめる。 

第２９回 所得保障および生活困窮者支援の現状と課題 
事前学習 教科書 pp.195～204を読む。 

事後学習 生活困窮者支援の現状と課題をまとめる。 

第３０回 地域福祉の現状と課題；確認テスト④ 
事前学習 教科書 pp.249～258を読む。 

事後学習 地域福祉の現状と課題をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP1103 

SBMP1103 
２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題につい

ても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人

の役割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を

深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 
1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 
2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 

3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 
4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 
5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 

6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・学習の理解度をみる課題を授業内で複数回行う。 

＊その他授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

  6つの目標について関心を高め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

  6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉原論はこれから社会福祉を学ぶ上で不可欠な理論習得の基礎となる科目です。そのため、授業へ

の出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作成などへの積極的な取組みを望みます。授

業の進捗状況・理解度にあわせ、内容や順番等を変更する場合もあります。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体

的なイメージをつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２回 第１章 社会福祉とは何かー①理念 

事前学習 
教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第３回 第１章 社会福祉とは何かー②制度 

事前学習 
教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第４回 第３章 現代における社会福祉―理論― 

事前学習 
教科書の第 3 章（pp.69～80）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第５回 
第４章 社会福祉政策と福祉ニーズー福祉サービス

利用者の捉え方― 

事前学習 
教科書の第 4 章（pp.81～92）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社
会福祉の歩みー①明治・大正時代 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社
会福祉の歩みー②昭和時代（戦前） 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社 事前学習 教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進



 

 

第８回 

会福祉の歩みー③昭和時代（戦後） めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第９回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社

会福祉の歩みー④近年 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１０回 まとめ 課題① 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し
ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め

る。 

第１１回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩み 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１２回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社

会福祉の歩み 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み重要な点を
再確認しておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め

る。 

第１３回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーイギリス（歴史） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１４回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーイギリス（近年） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１５回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社

会福祉の歩みーアメリカ（歴史） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーアメリカ（近年） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―ドイツの社
会福祉の歩みー 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第１８回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―スウェーデ

ンの社会福祉の歩み 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第１９回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―アジア諸国
の社会福祉の歩みー 

事前学習 
教科書第第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２０回 まとめ 課題② 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し

ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め
る。 

第２１回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―社会

福祉行政― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２２回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―社会
福祉財政― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２３回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―民間
福祉活動― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２４回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―福祉

活動の運営― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２５回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
所得保障― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 



 

 

第２６回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
高齢者福祉と介護保険― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２７回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
児童家庭福祉・ひとり親家庭の福祉― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２８回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―

障害者福祉― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２９回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題－
地域福祉 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第３０回 まとめ 課題③ 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し

ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め
る。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP1103 

SBMP1103 
２．授業担当教員 姜 壽男 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題につい

ても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人

の役割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を

深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 
1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 
2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 

3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 
4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 
5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 

6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

・学習の理解度をみる課題を授業内で複数回行う。 
＊その他授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

  6つの目標について関心を高め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

  6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉原論はこれから社会福祉を学ぶ上で不可欠な理論習得の基礎となる科目です。そのため、授業
への出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作成などへの積極的な取組みを望みます。
授業の進捗状況・理解度にあわせ、内容や順番等を変更する場合もあります。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体的なイメ

ージをつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第２回 第１章 社会福祉とは何かー①理念 

事前学習 教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第３回 第１章 社会福祉とは何かー②制度 

事前学習 教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第４回 第３章 現代における社会福祉―理論― 

事前学習 教科書の第 3章（pp.69～80）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第５回 
第４章 社会福祉政策と福祉ニーズ―福祉サ
ービス利用者の捉え方― 

事前学習 教科書の第 4章（pp.81～92）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが
国の社会福祉の歩みー①明治・大正時代 

事前学習 教科書の第 2章（pp.17～32）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが

国の社会福祉の歩みー②昭和時代（戦前） 

事前学習 教科書の第 2章（pp.17～32）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第８回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが
国の社会福祉の歩みー③昭和時代（戦後） 

事前学習 教科書の第 2章（pp.17～32）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第９回 

第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが

国の社会福祉の歩みー④近年：少子高齢社会へ
の対応 

事前学習 教科書の第 2章（pp.17～32）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

  



 

 

第１０回 
第２章 社会福祉基礎構造改革への歩みと社

会福祉動向 

事前学習 教科書の第 2章（pp.17～32）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１１回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外
国の社会福祉の歩み 

事前学習 教科書の第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第１２回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外
国の社会福祉の歩み 

事前学習 
教科書第 2章（pp.33～68）を読み重要な点を再確認し

ておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第１３回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外

国の社会福祉の歩みーイギリス（歴史） 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１４回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外
国の社会福祉の歩みーイギリス（近年） 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第１５回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外
国の社会福祉の歩みーアメリカ（歴史） 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外

国の社会福祉の歩みーアメリカ（近年） 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―ドイ
ツの社会福祉の歩みー 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第１８回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―スウ
ェーデンの社会福祉の歩み 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１９回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―アジ

ア諸国の社会福祉の歩みー 

事前学習 教科書第第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２０回 
 第３・４章（補足）社会福祉原理をめぐる理
論と哲学-福祉政策の理念 

事前学習 講義資料：（国家の経済と福祉政策の変遷）熟読 

事後学習 重要内容について整理し、理解を深める。 

第２１回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 
―社会福祉行政― 

事前学習 教科書第 56章（pp.93～144）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第２２回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 
―社会福祉財政― 

事前学習 教科書第 56章（pp.93～144）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２３回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 

―民間福祉活動― 

事前学習 教科書第 56章（pp.93～144）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２４回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 
―福祉活動の運営― 

事前学習 教科書第 56章（pp.93～144）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第２５回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と
課題―所得保障― 

事前学習 教科書第 8章（pp.195～260）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２６回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と

課題―高齢者福祉と介護保険― 

事前学習 教科書第 8章（pp.195～260）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２７回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と
課題―児童家庭福祉・ひとり親家庭の福祉― 

事前学習 教科書第 8章（pp.195～260）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第２８回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と
課題―障害者福祉― 

事前学習 教科書第 8章（pp.195～260）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２９回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と

課題－地域福祉 

事前学習 教科書第 8章（pp.195～260）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第３０回 まとめと最終確認 
事前学習 これまでの内容について、重要な点を再確認しておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP1103 

SBMP1103 
２．授業担当教員 崔 允姫 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題につい

ても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人

の役割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を

深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 
1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 
2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 

3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 
4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 
5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 

6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・学習の理解度をみる課題を授業内で複数回行う。 

＊その他授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

  6つの目標について関心を高め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

  6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉原論はこれから社会福祉を学ぶ上で不可欠な理論習得の基礎となる科目です。そのため、授業へ

の出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作成などへの積極的な取組みを望みます。授

業の進捗状況・理解度にあわせ、内容や順番等を変更する場合もあります。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体

的なイメージをつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２回 第１章 社会福祉とは何かー①理念 

事前学習 
教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第３回 第１章 社会福祉とは何かー②制度 

事前学習 
教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第４回 第３章 現代における社会福祉―理論― 

事前学習 
教科書の第 3 章（pp.69～80）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第５回 
第４章 社会福祉政策と福祉ニーズー福祉サービス

利用者の捉え方― 

事前学習 
教科書の第 4 章（pp.81～92）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社
会福祉の歩みー①明治・大正時代 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社
会福祉の歩みー②昭和時代（戦前） 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社 事前学習 教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進



 

 

第８回 

会福祉の歩みー③昭和時代（戦後） めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第９回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社

会福祉の歩みー④近年 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１０回 まとめ 課題① 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し
ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め

る。 

第１１回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩み 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１２回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社

会福祉の歩み 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み重要な点を
再確認しておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め

る。 

第１３回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーイギリス（歴史） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１４回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーイギリス（近年） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１５回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社

会福祉の歩みーアメリカ（歴史） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーアメリカ（近年） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―ドイツの社
会福祉の歩みー 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第１８回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―スウェーデ

ンの社会福祉の歩み 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第１９回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―アジア諸国
の社会福祉の歩みー 

事前学習 
教科書第第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２０回 まとめ 課題② 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し

ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め
る。 

第２１回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―社会

福祉行政― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２２回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―社会
福祉財政― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２３回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―民間
福祉活動― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２４回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―福祉

活動の運営― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２５回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
所得保障― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 



 

 

第２６回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
高齢者福祉と介護保険― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２７回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
児童家庭福祉・ひとり親家庭の福祉― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２８回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―

障害者福祉― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２９回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題－
地域福祉 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第３０回 まとめ 課題③ 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し

ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め
る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉入門 （2 単位） 

３．科目番号 

GEBS1101 

GELA1101 

GELA1301 ２．授業担当教員 李 泰俊 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また様々な福祉領域で必要な知識や実
践方法にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。さらにこれまでの福祉理念の
変遷を概観し、急速に変化していく現代社会にあって、これからの福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができる。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができる。 

３．各自の国の状況も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題、レポート課題は授業の中で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房に基づき必要に応じては基礎資料を配布する。 

【参考書】必要な参考書は、授業の中で指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができるか。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができるか。 

３．各自の国や地域の状況比較も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む) 30％ 

２．課題レポート 30％ 

３．期末試験 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉入門は、今後、他の福祉科目を履修するにあたって、必要な基礎的知識を習得する必修科目であり

ます。従って、全体的な基礎的学習程度を評価する期末試験の比重が大きいことを熟知してください。 

13．オフィスアワー 初回授業の中で提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・授業オリエンテーション（グループ作りを含む） 

・「福祉とは何か，福祉を通して何を学ぶのか」 

事前学習 
社会や身近い日常生活で起こる出来事と 

福祉との関連を考えてみる。 

事後学習 現代社会における福祉の役割を理解する。 

第２回 「現代社会を取り巻く現状と福祉の展開 
事前学習 教科書 pp.22－30 まで読んでおく 

事後学習 授業内容と自分の生活との関連を確かめてみる。 

第３回 社会福祉の基礎概念とノーマルゼーション 
事前学習 教科書 p.20 を読んでおく 

事後学習 社会福祉にかかわる用語・概念をまとめる。 

第４回 社会福祉のはじまりと福祉国家の成立 
事前学習 教科書 pp.40～45 読んでおく 

事後学習 福祉国家までの道のりをまとめる。 

第５回 
日本の社会福祉歴史と展開―日本型福祉社会の成立

― 

事前学習 教科書 pp.34～36 を読んでおく 

事後学習 日本社会福祉の道のりにまとめる。 

第６回 社会福祉政策の仕組みと運営 
事前学習 事前配布資料を読んでおく 

事後学習 福祉制度と政策の関係をまとめる。 

第７回 

社会福祉の援助方法と展開「福祉の援助の対象と原

理」 
レポート課題発表 

事前学習 援助とは何かを事前に調べておく。 

事後学習 ソーシャルワークの実践と展開をまとめる。 

第８回 
グループ研究「社会福祉関連の関心事について調べ

ましょう」グループディスカッションと課題分担 

事前学習 事前配布資料について読んでおく 

事後学習 
どのようにグループで学習していくか、話し合っ

たことをまとめておく。 

第９回 日本の社会保障制度の仕組みと役割【貧困と福祉】 

事前学習 教科書 pp.102～110 を読んでおく 

事後学習 
ナショナルミニマムにおける社会保障制度の機能

をまとめる。 

第１０回 障害者福祉―障害の理解と援助（ICF の理解）― 
事前学習 教科書 pp.166～170 を読んでおく 

事後学習 障害の概念と援助の基本考え方をまとめる。 

第１１回 
高齢者にかかわる問題と社会福祉 

－高齢社会の現状と対策－ 

事前学習 教科書 p.144 を読んでおく 

事後学習 高齢者問題にかかわる制度の役割をまとめる。 

第１２回 
児童・家庭の問題と社会福祉の関わり 

－現代社会における児童・家庭問題を理解する－ 

事前学習 事前配布資料を読んでおく 

事後学習 
家庭・児童問題の変化と社会福祉の機能について

まとめる。 

第１３回 
地域福祉の理解と課題 

－地域をめぐる状況と地域福祉の考え方－ 

事前学習 教科書 pp.186～187 を読んでおく。 

事後学習 
授業内容に基づき，自分の地域問題は何かを考え，

対策をまとめる。 

第１４回 
・レポート発表 
・グループ発表① 

事前学習 グループ発表の準備をする 

事後学習 
ほかの学生の発表のなかで参考になったことを整

理しておく。 



 

 

第１５回 
・グループ発表② 

・期末試験について 

事前学習 各グループの資料などを読んでおく。 

事後学習 
ほかの学生の発表のなかで参考になったことを整

理しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生涯学習概論 （4 単位） 

３．科目番号 
GELA2329 

EDTC2308 
２．授業担当教員 手打 明敏 

４．授業形態 講義、演習（調査研究、グループワーク含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は、文部科学省令で定められた社会教育主事科目の必修科目であり、社会教育・生涯学習入門とし

位置づけられる。社会教育、生涯学習に関する基本的事項について平易に解説する。 

７．講義概要 

「生涯教育・生涯学習」という考え方は、1960年代以降にわが国に導入され、教育改革の原理として成人
継続教育としてキャリア教育、リカレント教育などに反映されている。また、地域住民の学習活動支援の

充実が図られている。本科目は、「生涯学習」の基本的な考え方と実際の生涯学習活動について概説する
ことを通して、受講者一人ひとりが、「生涯学習」の意義を理解し、自己の充実・キャリア形成に役立て
ることを目的とする。同時に、生涯学習社会の実現に向けた学習活動を支える専門職員である「社会教育

主事」「司書」「学芸員」の役割について学び、学校と地域との連携や行政・民間レベルでの様々な取り
組みについて理解を深めるとともに、生涯学習の国際的動向についても理解を深めることを目指す。 

８．学習目標 

この授業では、国際的動向をふまえ「生涯教育・生涯学習」の考え方を理解するとともに、学校教育、

社会教育との関係について理解することを目標とする。 

そのために次の５つの到達目標を設定する。 

1)「生涯学習」を支える理念・思想について理解した上で、わかりやすく説明することができる。 

2)「生涯学習」の現代的意義を理解した上で、生涯学習社会に向けた学校と地域との連携や行政・民間レ
ベルでの諸活動の役割について、わかりやすく説明することができる。 

3)「社会教育主事」に求められる役割を理解した上で、学校教育とは異なる学習者支援の方法を理解る。   

4）地域の生涯学習・社会教育の実践に関心をもち、 研究課題を設定できる。 

5)「生涯学習」の国際的動向について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 

「期末レポート」の課題 

 本授業を受講することで、生涯学習についての認識がどのように変化したかをまとめていただく。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 手打明敏・上田孝典『社会教育・生涯学習』（MINERVA はじめて学ぶ教職７）ミネルヴァ書房、2019年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．現代社会を生きていく上での生涯学習の意義とともに生涯学習に関する内外の多様な考え方を理解し、

具体的に説明できる力を身につけたか。(知識・理解) 

２．我が国の生涯学習政策の動向、とくに地域創生や学校教育支援に果たす生涯学習関連職員の役割につ
いて理解した上で、生涯学習の課題について自身の見解をまとめ、表現できる力を身につけたか。（思考

力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

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

１．授業への取り組み姿勢              総合点の 20％ 

２．授業内での課題提出（小テスト・課題レポート等） 総合点の 30％ 

３．期末試験またはレポート             総合点の 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生涯学習の考え方は現代の学校教育改革とも深く関連しているので、教職を目指す学生は受講していただ

きたい。本授業は教科書を使用するとともに視聴覚教材等を適時活用し、分かりやすい授業をおこない

たい。受講学生との対話を重視して授業をおこなう。授業内での質疑を行うとともに、毎時間「質問紙」

を配布し、学生の疑問、質問には、次回授業時に回答する。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
シラバスの説明（授業の進め方） 

事前学習 
シラバスを調べ、その内容や構成、進め方を理
解する。 

事後学習 
生涯学習社会の実現、その考え方、意義につい
て整理し、まとめる。 

第２回 社会教育・生涯学習と学校１ 

事前学習 
序章（pp.1～５）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 
社会教育・生涯学習政策と学校の関係を整理す
る。 

第３回 社会教育・生涯学習と学校２ 
事前学習 

教科書（pp.５～８）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 生涯学習政策における学校の役割を整理する。 

第４回 社会教育・生涯学習と学校３ 
事前学習 

教科書（pp.９～11）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 地域と連携・協働する学校について整理する。 

第５回 社会教育・生涯学習の思想と歴史１ 
事前学習 

教科書（pp.17～22）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 社会教育法の理念について整理する。 

第６回 社会教育・生涯学習の思想と歴史２ 
事前学習 

教科書（pp.23～28）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 ユネスコの生涯教育・生涯学習論を整理する。 

第７回 社会教育・生涯学習の法制と行政 
事前学習 

教科書（pp.31～43）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 社会教育行政を支える法制度を整理する。 



 

 

 

第８回 社会教育・生涯学習の施設と職員１ 
事前学習 

教科書（pp.45～50）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 公民館の機能、役割について整理する。 

第９回 社会教育・生涯学習の施設と職員２ 
事前学習 

教科書（pp.50～57）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 図書館・博物館の機能、役割について整理する。 

第１０回 社会教育・生涯学習の対象と方法 

事前学習 
教科書（pp.59～69）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 
社会教育・生涯学習の対象である青少年・成人
の学習の特性、学習支援の方法を整理する。 

第１１回 世界の生涯学習政策１ 
事前学習 

教科書（pp.73～78）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 ユネスコの生涯学習論を整理する。 

第１２回 世界の生涯学習政策２ 

事前学習 
教科書（pp.79～84）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 
ヨーロッパ、アジア・太平洋地域の生涯学習の
取り組みを整理する。 

第１３回 第 1部のまとめ 
事前学習 

序章から第 5 章までの中で関心をもった事項、
疑問点をチェックしておく。 

事後学習 質疑応答で理解したことをまとめる。 

第１４回 「開かれた学校」にみる社会教育１ 

事前学習 
教科書（pp.89～96）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 
「開かれた学校」が求められる社会的背景を整

理する。 

第１５回 「開かれた学校」にみる社会教育２ 

事前学習 
教科書（pp.96～99）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 
地域と学校の連携・協働を具体化する仕組みに

ついて整理する。 

第１６回 地域文化の継承 
事前学習 

教科書（pp.103～115）を読み、分からない点を
チェックしておく。 

事後学習 地域の伝統芸能等を継承する学びを整理する。 

第１７回 地域防災教育の展開１ 
事前学習 

教科書（pp.117～121）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 大規模災害と社会教育の課題を整理する。 

第１８回 地域防災教育の展開２ 
事前学習 

教科書（pp.122～126）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 地域防災教育の実践事例を整理する。 

第１９回 第Ⅱ部のまとめ 
事前学習 

第 6章から第 8章までの中で関心を持った事項、
疑問点を整理する。 

事後学習 質疑応答で理解したことをまとめる。 

第２０回 貧困・格差社会を生きる子どもの暮らしと社会教育１ 
事前学習 

教科書（pp.131～135）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 「子どもの貧困」について整理する。 

第２１回 貧困・格差社会を生きる子どもの暮らしと社会教育２ 

事前学習 
教科書（pp.135～142）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
「子どもの貧困」解決に向けた教育の可能性を

整理する。 

第２２回 若者支援と居場所づくり１ 
事前学習 

教科書（pp.145～150）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 戦後社会教育における若者支援を整理する。 

第２３回 若者支援と居場所づくり２ 
事前学習 

教科書（pp.150～156）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 若者支援の現状と課題について整理する。 

第２４回 地域スポーツの推進と生涯学習１ 
事前学習 

教科書（pp.159～164）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 地域スポーツ振興の法制度を整理する。 

第２５回 地域スポーツの推進と生涯学習２ 

事前学習 
教科書（pp.164～171）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
地域スポーツを支える施設・人材等について整
理する。 

第２６回 地域で生きる障害者１ 
事前学習 

教科書（pp.175～179）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 ノーマライゼーションの考え方を整理する。 

第２７回 地域で生きる障害者２ 

事前学習 
教科書（pp.179～186）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
ノーマライゼーションの実現に果たす教育の役

割を整理する。 

第２８回 多様性を包摂する社会教育を目指して１ 

事前学習 
教科書（pp.189～193）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
戦後日本における多文化・多民族社会の様相を

整理する。 



 

 

第２９回 多様性を包摂する社会教育を目指して２ 
事前学習 

教科書（pp.193～200）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 国際化の進展と多文化共生の諸相を整理する。 

第３０回 第Ⅲ部のまとめ 
事前学習 

第 9章～第 13章までの中で関心を持った事項、
疑問点を整理する。 

事後学習 質疑応答で理解したことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2101 

SBMP2301 

SPMP2301 

PSMP2401 
２．授業担当教員 西村 明子 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

障害者を取り巻く福祉制度・政策は、日々、劇的な変化を遂げている。そして、障害者のニーズも複雑・

多様化している。実践現場では、これに適切に対処することができるソーシャルワーカーが求められている。
本講義においては、激しく移り変わる障害福祉制度や情勢、さらには障害者の実情について学び、ソーシャ
ルワーカーが主体的に問題解決に取り組むことができるように知識を身につけていく。 

また、ソーシャルワーカーは多面的な視点を必要とすることから、新聞記事等、資料も用いて障害者問題
のみならず老人・貧困等と、さまざまな課題を取り上げ、福祉問題について共に考えていく。 

そして、障害者福祉論は、社会福祉士国家試験の「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」に位置す

る科目となる。同国家試験の合格を目指すためには、「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」が得点源
となるような受験対策が必要となる。そのため、本講義においては、過去の国家試験を分析・検討し、それ
に沿った内容も講義する。 

８．学習目標 

障害者福祉論が終了した時点で、具合的に以下の点を理解し、説明できるようにする。 

・障害者を取り巻く社会情勢と生活実態 

・障害者福祉制度の発展過程 

・障害者自立支援制度と近年における改正状況 

・障害者福祉に関連する法令の概要 

・相談支援事業所の役割と実際 

・障害者福祉の専門職の役割と実際 

・障害者福祉の多職種連携・ネットワーキング 

・障害者自立支援制度と介護保険制度の関係 

・障害者権利条約の批准 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義を聞いているだけでは、その内容を理解することは難しい。そのため、学生の理解度を上げるため、

講義内において課題を設定し、それを行うことを予定している。 

具体的には次のような課題である。①身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法・発達障害者

福祉法の概要、②バリアフリー新法、③社会福祉士国家試験過去問題 ④障害者総合支援法への改正点等 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度（第 5 版）』中央法規。 

 

参考図書等については随時提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

9 つの学習目標を理解することが出来たか。 

○評定の方法 

①中間試験 40％ ②期末試験 40％ ③平常点（授業への積極的参加度及びレポート）20％ 

尚、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が確認できない場合には単位の修得は認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義においては、学生の理解度を上げるため、さまざまな箇所において、学生の意見や感想、さらには

これまでに学んだ福祉の知識について、質問していくという形式で講義を進めていく。その際、学生からの

積極的な参加を望んでいるので、その内容が優れていると判断した場合には、大いに講義内評価として加味

していく。授業の進捗状況・理解度にあわせ、授業内容の順番等を変更する場合もある。 

また、学生自身により講義の質を高めるため、以下の点に注意して受講しなければならない。 

・講義中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講する。 

・理解できないことは、講義外において積極的に質問する。 

・明らかに態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。それでも改善が見られない場合には、たと

え全出席であってもＦ評価とする。 

・講義中、私語、居眠りは絶対にしてはならない。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション   

障害者福祉とは何か 

事前学習 
教科書を準備し、シラバスに目を通してから講義へ臨むこ

と。 

事後学習 配付プリントの復習。 

第２回 
障害者を取り巻く社会情勢と生活実態① 

障害者権利条約批准の主旨とわが国の動向 

事前学習 第 1章第 1節を熟読し、障害者の現状を理解する。 

事後学習 障害者の現状について、配布プリントの復習。 

第３回 

障害者を取り巻く社会情勢と生活実態② 

「障害者」の生活実態・国際生活機能分類

（ICF） 

事前学習 第１章第 2・3節を熟読し、ICFを理解する。 

事後学習 
ICF と医学モデル/社会モデルについて配布プリントの復

習。 



 

 

第４回 

障害者にかかわる法体系① 

障害者基本法の概要 

障害者差別解消法と合理的配慮 

事前学習 第 2章第１節を熟読し、障害者基本法を理解する。 

事後学習 
障害者基本法・障害者差別解消法の概要について配布プリ

ントの復習。 

第５回 

障害者にかかわる法体系② 

身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精

神保健福祉法・発達障害者支援法の概要と

課題 

事前学習 
第 2章第 2～5節を熟読し、身体障害者福祉法・知的障害者

福祉法・精神保健福祉法・発達障害者福祉法を理解する。 

事後学習 
身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法・

発達障害者支援法の概要について配布プリントの復習。 

第６回 
障害者にかかわる法体系③ 

障害者虐待防止法の概要と課題 

事前学習 
第 2章第 6・7章を熟読し、障害者虐待防止法・医療観察法

を理解する。 

事後学習 障害者虐待防止法について配布プリントの復習。 

第７回 

障害者にかかわる法体系④ 

バリアフリー新法・障害者雇用促進法の概

要と課題 

事前学習 
第 2章第 9・10章を熟読し、バリアフリー新法・障害者雇

用促進法を理解する。 

事後学習 
バリアフリー新法・障害者雇用促進法の概要について配布

資料を復習。 

第８回 第 1回から第 7回までのまとめ・中間試験 

事前学習 第 1回～第 7回までを復習する。 

事後学習 中間試験で、出来なかったところを復習。 

第９回 障害者総合支援法の概要① 

事前学習 
第 3章第 1節を熟読し、障害者総合支援法の概要を理解す

る。 

事後学習 障害者総合支援法の概要について配布プリントの復習。 

第１０回 
障害者総合支援法② 

支給決定のプロセス 

事前学習 
第 3章第 3節を熟読し、障害者総合支援法の支給決定のプ

ロセスを理解する。 

事後学習 支給決定のプロセスについて配布プリントの復習。 

第１１回 

障害者総合支援法③ 

自立支援給付のサービス（1） 

（介護給付・訓練等給付） 

事前学習 
第 3章第 2節を熟読し、自立支援給付のサービスを理解す

る。 

事後学習 自立支援給付のサービスについて配布プリントの復習。 

第１２回 

障害者総合支援法④ 

自立支援給付のサービス（2） 

（自立支援医療・補装具・地域相談支援） 

事前学習 
第 3章第 2・4・5節を熟読し、自立支援給付のサービスを

理解する。 

事後学習 自立支援給付のサービスについて配布プリントの復習。 

第１３回 

地域生活支援事業・障害児支援のサービス 

（都道府県地域生活支援事業・高次脳機能

障害） 

事前学習 
第 3章第 2・6・8・9節を熟読し、地域生活支援事業のサー

ビスを理解する。 

事後学習 
地域生活支援事業・障害児支援のサービスについて配布プ

リントの復習。 

第１４回 
障害者の所得保障・国家試験過去問題（事

例問題） 

事前学習 
第 2章第 12節（所得保障に関する）を熟読し、障害者の所

得保障の理解と提示した国家試験過去問題を解いてくる。 

事後学習 
障害者の所得保障について配布プリント・国家試験問題の

復習。 

第１５回 まとめ・振り返り 

事前学習 
教科書・配布したプリントを復習し、解らないところを整

理しておく。 

事後学習 期末試験に向けて復習。 

期末試験 
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１．科目名（単位数） 障害者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2101 

SCMP2101 

SBMP2301 ２．授業担当教員 村本 浄司 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

障害者を取り巻く福祉制度・政策は、日々、劇的な変化を遂げている。そして、障害者のニーズも複雑・

多様化している。実践現場では、これに適切に対処することができるソーシャルワーカーが求められている。
本講義においては、激しく移り変わる障害福祉制度や情勢、さらには障害者の実情について学び、ソーシャ
ルワーカーが主体的に問題解決に取り組むことができるように知識を身につけていく。 

また、ソーシャルワーカーは多面的な視点を必要とすることから、新聞記事等、資料も用いて障害者問題
のみならず老人・貧困等と、さまざまな課題を取り上げ、福祉問題について共に考えていく。 

そして、障害者福祉論は、社会福祉士国家試験の「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」に位置す

る科目となる。同国家試験の合格を目指すためには、「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」が得点源
となるような受験対策が必要となる。そのため、本講義においては、過去の国家試験を分析・検討し、それ
に沿った内容も講義する。 

８．学習目標 

障害者福祉論が終了した時点で、具合的に以下の点を理解し、説明できるようにする。 

・障害者を取り巻く社会情勢と生活実態 

・障害者福祉制度の発展過程 

・障害者自立支援制度と近年における改正状況 

・障害者福祉に関連する法令の概要 

・相談支援事業所の役割と実際 

・障害者福祉の専門職の役割と実際 

・障害者福祉の多職種連携・ネットワーキング 

・障害者自立支援制度と介護保険制度の関係 

・障害者権利条約の批准 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業で使用している課題プリントを毎回の授業終了後に提出を求める。 

２．障害者自立支援制度に関するレポート課題を求める（1500字以上）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度（第 5 版）』中央法規。 

 

参考図書等については随時提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

9 つの学習目標を理解することが出来たか。 

○評定の方法 

①中間試験 40％ ②期末試験 40％ ③平常点（授業への積極的参加度及びレポート）20％ 

尚、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が確認できない場合には単位の修得は認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

 近年の障害者福祉に関する法改正に伴い、障害者や支援者を取り巻く環境は劇的に変化しています。特に、

障害者支援施策の中核である障害者総合支援法に関する項目は重要箇所です。さらに、障害者虐待防止法や

障害者差別解消法など、障害者を取り巻く法制の変化について、新聞やニュースなどで把握するように努め

てください。講義はなるべくわかりやすくするつもりですが、もし疑問点や質問等ありましたら積極的に尋

ねるようにしてください。 

13．オフィスアワー 初回の授業でお知らせいたします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 障害者を取り巻く社会情勢と生活実態① 
事前学習 教科書を準備し、シラバスを確認して講義へ臨むこと。 

事後学習 戦後の障害者福祉の展開についてまとめる。 

第２回 障害者を取り巻く社会情勢と生活実態② 
事前学習 教科書 pp.27～31を熟読し、ICFを理解する。 

事後学習 ICFと医学モデル・社会モデルについてまとめる。 

第３回 障害者にかかわる法体系① 
事前学習 教科書 pp.33～47を熟読し、障害者基本法を理解する。 

事後学習 障害者基本法の体系についてまとめる。 

第４回 障害者にかかわる法体系② 

事前学習 

教科書 pp.48～62 を熟読し、身体障害者福祉法・知的障

害者福祉法・精神保健福祉法・発達障害者福祉法を理解
する。 

事後学習 
身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法・
発達障害者福祉法の概要についてまとめる。 

第５回 障害者にかかわる法体系③ 

事前学習 

教科書 pp.63～104を熟読し、障害者虐待防止法・医療観

察法・バリアフリー新法・障害者差別解消法・障害者雇
用促進法等を理解する。 

事後学習 

障害者虐待防止法・医療観察法・バリアフリー新法・障
害者差別解消法・障害者雇用促進法等の概要についてま
とめる。 

第６回 

障害者自立支援制度① 

―障害者総合支援法の理念・考え方、自立
支援給付について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.106～124 を熟読し、障害者総合支援法を理解
する。 

事後学習 
障害者総合支援法の自立支援給付に関するサービスにつ
いてまとめる。 



 

 

第７回 

障害者自立支援制度② 
―支給決定のプロセス、自立支援医療費、
補装具費について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.125～139 を熟読し、支給決定のプロセス、自
立支援医療費、補装具費を理解する。 

事後学習 支給決定のプロセスの概要についてまとめる。 

第８回 

障害者自立支援制度③ 
―地域生活支援事業、障害福祉計画、苦情

解決について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.140～162 を熟読し、地域生活支援事業、障害
福祉計画、苦情解決を理解する。 

事後学習 地域生活支援事業の概要についてまとめる。 

第９回 
障害者自立支援制度④ 
―障害児に対する支援について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.164～177 を熟読し、障害児に対する支援の現

状について理解する。 

事後学習 障害児の福祉施策の概要についてまとめる。 

第１０回 
組織・機関の役割 
―行政機関や事業所等の役割について学ぶ 

事前学習 

教科書 pp.180～210 を熟読し、市町村、都道府県、国、
社会福祉事業所それぞれの障害者自立支援制度における
役割について理解する。 

事後学習 
障害者自立支援制度における国、都道府県、市町村、事
業所等における役割についてまとめる。 

第１１回 

専門職の役割と実際① 

―ソーシャルワークの価値と障害者総合支
援法に基づく専門職について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.212～226 を熟読し、専門職の役割と実際を理
解する。 

事後学習 
相談支援専門員、サービス管理責任者、生活支援員等の

概要についてまとめる。 

第１２回 

専門職の役割と実際② 
―相談支援専門員、サービス管理責任者、

生活支援員の役割と実際について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.221～241 を熟読し、相談支援専門員、サービ

ス管理責任者、生活支援員の役割を理解する。 

事後学習 
相談支援専門員、サービス管理責任者、生活支援員の概
要についてまとめる。 

第１３回 多職種連携・ネットワーキング 
事前学習 

教科書 pp.244～267 を熟読し、連携の概要と多職種連携
の概要について理解する。 

事後学習 多職種連携と協議会の概要についてまとめる。 

第１４回 ノーマライゼーションの歴史と概要 

事前学習 ノーマライゼーションの概要について調べてくる。 

事後学習 

バンク・ミケルセン、ニィリエ、ヴォルフェンスベルガ
ーによるノーマライゼーションの考え方についてまとめ
る。 

第１５回 まとめ 
事前学習 教科書のこれまでの内容を見直す。 

事後学習 これまでまとめた内容について見直す。 

期末試験 
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１．科目名（単位数） 障害児療育 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2341 

SCMP2341 

SJMP2119 ２．授業担当教員 齋藤 厚子 

４．授業形態 講義、DVD視聴、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「療育」という用語は、狭義には障害の早期発見から就学までの取り組みの意味で使われ、広義には成人

の生活支援も含み、医療・福祉・教育にまたがる分野で使われている。近年、明確な診断のない「気にな

る」子どもや被虐待児もその対象となり、ノーマライゼーションの理念の理解とともに発達や障害につい

ての幅広い知識が必要となるばかりか、親支援や地域の子育て支援も保育士の重要な役割となっている。 

本科目では、知的障害、肢体不自由、視覚障害や聴覚障害、自閉スペクトラム症を含む発達障害や、診断

はないが「気になる」子どもを対象に、年齢は乳幼児から成人まで、場所は一般の保育所のみならず、病院

内保育、施設内保育等、幅広い視野で「療育」を捉え、保育士としての専門性を培う。 

８．学習目標 

インクルーシブ保育の場では、障害のある子どもやその子を支える家族の生活・心情をふまえた支援とと

もに、障害のない子どもへの配慮や共生社会の形成を念頭においた教育もできるようになる。また、専門機
関においても、医療･福祉と連携しながら保育士としての専門性を発揮して、適切な支援ができるようになる。 

① 幅広い対象、場、形態に及ぶ「療育」の理念や概念について知る。 

② 障害に関する医療・社会福祉・教育の制度についての基礎知識が身に付く。 

③ 障害のある子どものいる家族の生活や心情について共感できるようになる。 

④ 定型発達についての基礎知識を基盤に、障害のある子どもの育ちに見通しをつけられるようになる。 

⑤ 様々な専門家の役割を知って、障害のある子どもや保護者を中心とした連携・協働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 

１．事例にそった支援プランの作成と発表 

２．事例にそった教材の作成と模擬療育の実施 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 指定しません。レジュメ、資料を使用します。※レジュメをファイルするフォルダーを用意すること。 

【参考書】 

小林保子・立松英子『保育者のための障害児療育 理論と実践をつなぐ』学術出版会。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』、中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．障害児者に関する自分なりの課題意識をもち、最新の理念を積極的に学んだか。 

２．本人や家族への支援について正しい知識を身につけたか。 

３．定型発達の順序性について理解し、実践場面で応用できるようになったか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業態度        総合点の４０％ 

２ 小テスト        総合点の２０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

授業を通して学ぶ知識や考える力、他者と協力する姿勢などの全てが将来の障害児支援の専門職としての実

践力につながります。そしてその実践力が、子どもたちの可能性を広げます。そのような将来への視点を持

って授業に臨んでください。また、学習したことを日々の生活と結び付けて考え、行動につなげていくこと

を期待しています。 

13．オフィスアワー 

後日インフォメーションします。尚、オフィスアワー以外の時間でも来室は可能ですが、できるだけ事前に

メールにて連絡をするようにしてください。  

メールアドレス：atsaito@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

研究室: 13号館 8階 984 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

障害概念の変化 

事前学習 
シラバスを読み授業概要を理解しておく。※レジュメをファイ

ルするフォルダーを用意すること。 

事後学習 日常におけるノーマライゼーションについて考える。 

第２回 
ノーマライゼーションについて実践的

に理解する 支援プランの検討 

事前学習 
自分の生活する場についてノーマライゼーションの視点から

考えてみる。 

事後学習 
再度自分の生活する場のノーマライゼーションについて自分

のできることの視点から考えてみる。 

第３回 

障害についての理解を深める① 

聴覚障害児者への理解と支援 

視覚障害児者への理解と支援 

 

事前学習 
聴覚障害、視覚障害についての今時点での理解内容を整理して

おく。 

事後学習 
聴覚障害、視覚障害を抱える方の日常生活における困難さにつ

いて考える。 

第４回 
障害についての理解を深める② 

知的障害の理解と療育的支援 

事前学習 知的障害についての今時点での理解内容を整理しておく。 

事後学習 知的障害の特徴と支援について整理し理解の定着を図る。 



 

 

第５回 

障害についての理解を深める③ 

自閉症スペクトラム・注意欠如多動性障

害・学習障害への理解と支援 

事前学習 
自閉症スペクトラム・注意欠如多動性障害・学習障害について

の今時点での理解内容を整理しておく。 

事後学習 
自閉症スペクトラム・注意欠如多動性障害・学習障害の特徴と

支援について整理し理解の定着を図る。 

第６回 

障害についての理解を深める➃ 

てんかん・肢体不自由児者・重症心身障

害児者への理解と支援 

事前学習 
肢体不自由・重症心身障害について今時点での理解内容を整理

しておく。 

事後学習 

肢体不自由・重症心身障害の特徴と支援について整理し理解の

定着を図る。知的障害の特徴と支援について整理し理解の定着

を図る。 

第７回 障害児者を抱える家族への理解と支援 

事前学習 
障害児者を抱える家族についての今時点での理解内容を整理

しておく。 

事後学習 家族への支援について整理し理解の定着を図る 

第８回 中間まとめ 

事前学習 
１～７回までのレジュメ・ノートの内容を復習し理解の定着を

図る。 

事後学習 理解の不確実な点について再度確認をしておく。 

第９回 
療育の実際①-1 

脳性麻痺児への療育を考える 

事前学習 肢体不自由について復習しておく。 

事後学習 作成したプランについての再検討を行う。 

第１０回 
療育の実際①-2 

支援プランの発表 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 脳性麻痺児への療育のポイントを整理し理解の定着を図る。 

第１１回 
療育の実際②-1 

知的障害への療育を考える 

事前学習 知的障害について復習しておく。 

事後学習 作成したプランについての再検討を行う。 

第１２回 
療育の実際②-2 

教材の作成 

事前学習 教材作成に必要な材料の準備をする。 

事後学習 発達段階の特徴について整理する。 

第１３回 
療育の実際②-3 

模擬療育 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 知的障害への療育のポイントを整理し理解の定着を図る。 

第１４回 
療育の実際③-1 

気になる子への療育的関わりを考える 

事前学習 気になる子について調べておく。 

事後学習 作成したプランについての再検討を行う。 

第１５回 

療育の実際③-2 

支援計画の発表 

まとめ 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 
１～１５回までのレジュメ・ノートの内容を復習し理解の定着

を図る。 

期末試験 
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１．科目名（単位数） 障害の理解Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2314 

SCMP2314 

SBMP2314 

SNMP2314 
２．授業担当教員 鄭 春姫 

４．授業形態 講義、グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は介護福祉士養成課程の必修科目であることから、本科目を履修する場合は、「身体構造と機能Ⅰ」

を履修していること、また、「発達と老化の理解Ⅱ」を合わせて履修すること。 

７．講義概要 

障害の基礎的理解として、障害の概念や障害者福祉の基本理念を理解する。また、障害のある人の日常生

活に及ぼす影響を理解した上で、障害のある人やその家族への生活支援を行うための根拠となる知識を習得

することを目的とする。 

事例や視聴覚教材等を通して、具体的に障害を理解できるような授業を展開する。 

８．学習目標 

障害の理解Ⅰが終了した時点で、下記について目標達成することが期待される。 

１.障害の概念や障害の基本的理念が理解でき、その人らしい生活を考えることができる。 

２.生活モデル、ICFの概念が理解でき、環境改善のあり方を考えることができる。 

３.身体的、精神的障害について理解でき，ノーマライゼーションの考え方を明らかにすることができる。 

４.障害が及ぼす日常生活への影響やバリアが理解でき、その対応を考えることができる。 

５.障害のある人に対する介護の基本的視点が理解でき、生活ニーズを把握することができる。 

６.障害のある人だけでなく、その家族とどう関わるか理解でき、専門職としての役割を考えることができる。 

７.障害の種類や特性に応じた保健・医療・福祉との連携と地域におけるサポート体制を理解した上で、地域

で普通に暮らすことのできる社会づくりを考えていくことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

受講生の人数などの状況に応じて、講義内容・形態を変更することもある。 

①授業中に提示し、ミニレポートを作成して提出する。 

②障害の種別によって多様な保健・医療・福祉との連携における介護福祉士の役割について、指定用紙にま

とめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】初回の授業で説明を聞いてから購入する 

『障害の理解 (最新介護福祉士養成講座)』 介護福祉士養成講座編集委員会 (編集) 

授業中にプリントを配布する。参考書は、適宜授業で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．障害の概念や基本的理念が理解できたか。 

２．障害による日常生活への影響やバリアを理解し対応等を考えることができたか。 

３．障害のある人に対する介護の基本的視点を理解し、本人や家族も含めた対応を理解できたか 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度、を総合的に評価する] 

１ レポート        総合点の７０％ 

２ 授業態度        総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・講義・演習とも積極的に取り組み、提出物は必ず期限内に提出してください。 

・机上に携帯電話など教材以外のものを置くこと、私語や居眠り等、他学生の学習の妨げになるようなこと

は慎むこと。 

・テレビ番組、YouTubeなどを通じて、障害者について知る機会を積極的につくってください。 

・不明な点は質問し、解決できるようにしてください。 

・授業には、グループディスカッションを取り入れます。他者の意見をよく聴き、自分の意見をしっかりと 

述べてください。 

・やむを得ず遅刻･早退･欠席をする場合は、必ずその理由を申し出るとともに、授業内で配布されたプリン

トを取りに来て下さい。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業で説明します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ガイダンス 

・テーマ｢障害の概念｣ 

・障害のとらえ方について、医学モデル・社会モデル・

国際生活機能分類（ICF）・各法律などを学ぶ 

・日本の障害者数について知る 

・各法律にもとづく障害者定義について学ぶ 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 
わが国の障害者の実態を理解し、障害者支援の

必要性を整理する 

第２回 

テーマ「障害者福祉の基本理念」 

・ノーマライゼーションの思想の歩みを学ぶ 

・リハビリテーションの意義を学ぶ 

・インクルージョンやほかの重要な理念について学ぶ 

事前学習 ノーマライゼーションの考え方を確認しておく 

事後学習 
リハビリテーション・インクルージョンなどの

理念をノートに整理し、提出する 

第３回 

テーマ｢障害者福祉に関連した制度｣ 

・障害者福祉に関する歴史・法律の概要を学ぶ 

・障害者総合支援法にもとづくサービスを学ぶ 

・障害者福祉制度と介護保険制度の違いを学ぶ 

事前学習 障害者総合支援法について調べる 

事後学習 障害者総合支援法の関連サービスを整理する 

第４回 

テーマ「障害のある人の心理」 

・障害受容に影響を与える要因を調べる 

・障害受容に段階に応じた支援のポイントを理解する 

事前学習 人間の欲求や適応機制について調べる 

事後学習 障害受容の過程での支援のポイントを整理する 



 

 

第５回 

テーマ「肢体不自由（運動機能障害」 

・肢体不自由の状態を理解する 

・肢体不自由の特性を理解する 

・肢体不自由のある人の支援の在り方を理解する 

事前学習 肢体不自由の定義・種類について事前に調べる 

事後学習 肢体不自由の特性に合わせた支援を理解する 

第６回 

テーマ「視覚障害」 

・視覚障害の状態を理解する 

・視覚障害の特性を理解する 

・視覚障害のある人の支援の在り方を理解する 

事前学習 テキストをよく読み、視覚障害について調べる 

事後学習 身体的障害の内容及び特性について整理する 

第７回 

テーマ「聴覚・言語障害」 

・聴覚・言語障害の種類・原因を理解する 

・聴覚・言語障害者の身体的・心理的・社会的側面の特

性をとらえたうえで支援方法を理解する 

事前学習 
テキストをよく読み、聴覚障害・言語障害につい

て確認し、ノートに整理しておく。 

事後学習 
聴覚障害・言語障害のある人に対する支援の在

り方についてノートにまとめる 

第８回 

テーマ｢重複障害｣ 

・重複障害の種類・原因を理解する 

・重複障害者の身体的・心理的・社会的側面の特性をと

らえたうえで支援方法を理解する 

事前学習 
テキストをよく読み、重複障害について確認し、

ノートに整理しておく 

事後学習 
重複障害のある人に対する支援の在り方につい

てノートにまとめる 

第９回 

テーマ「内部障害」 

・「見えない障害」である内部障害の種類や原因を学ぶ 

・内部障害の特性に応じた支援とその留意点を理解する 

事前学習 
テキストをよく読み、内部障害について確認し、

ノートに整理しておく 

事後学習 
内部障害のある人に対する支援の在り方につい

てノートにまとめる 

第１０回 

テーマ「重症心身障害」 

・重症心身障害の定義を理解する 

・重症心身障害者の障害の特性と生活について理解する 

・重症心身障害者に対する支援の注意点を理解する 

事前学習 
テキストをよく読み、重症心身障害について確

認し、ノートにまとめる 

事後学習 
重症心身障害の特性、かかわりの基本をノート

に整理する 

第１１回 

テーマ「知的障害・精神障害」 

・知的障害・精神障害の状態による意思表示やコミュニ

ケージョンの方法について理解する 

・認知力・生活体験・ライフステージの関係を考慮した

支援を学ぶ 

事前学習 
YouTube で「知的障害」「精神障害」をキーワー

ドとして検索し、理解を深める 

事後学習 
障害のある人に対する介護の基本視点について

整理し、ミニレポートにまとめる 

第１２回 

テーマ「高次脳機能障害・発達障害」 

・高次脳機能障害の具体的な症状と主な原因を学ぶ 

・発達障害の特性を理解する 

事前学習 
YouTube で「高次脳機能障害」「発達障害」をキ

ーワードとして検索し、理解を深める 

事後学習 
高次脳機能障害・発達障害の状態合わせての支

援のポイントを整理する 

第１３回 

テーマ｢難病｣ 

・難病の定義及び基礎的知識を理解できる 

・難病の人に対するアセスメントの視点と生活支援上の

留意点を理解できる 

事前学習 

YouTube で筋萎縮性側索硬化症（ALS）、パーキ

ンソン病、悪性関節リウマチ、筋ジストロフィー

などを検索し、理解を深める 

事後学習 
難病の人の支援で留意点を理解した上に、レポ

ートを作成し、提出する 

第１４回 

テーマ｢地域のサポート体制｣ 

・地域のサポート体制の概念と社会資源の考え方を理解

する 

事前学習 
障害者の保健・福祉サービスについて調べてお

く 

事後学習 障害者を支える機関や専門職について整理する 

第１５回 

テーマ｢家族への支援｣ 

・障害者の家族への支援を「自分だったら」「自分の家族

だったら」と考える 

・まとめ 

事前学習 「障害の受容」を、障害者と家族の立場で考える 

事後学習 「家族支援」を障害者と家族の立場で考える 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 少年と犯罪 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1333 

２．授業担当教員 久保 貴 

４．授業形態 
講義を中心とするが、グループ討議やケース研究の演習などを併用

する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本は犯罪発生率の低い治安の良好な国として世界に知られているが、次代を担う少年によるいじめ、非

行や犯罪の発生状況とその様態にはかなりの問題があり、福祉国家を標榜するわが国の将来にとって深刻な

社会問題となっている。そこで、少年による犯罪・非行の現状と時代による変化の様相、少年非行に対する

警察・裁判の取り組み、児童福祉・少年院・保護観察所などの諸機関における処遇システムなどについて理

解を深め、更には犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。また、効果的な治療、

処遇の方法、犯罪被害者の支援等についても考察する。 

合わせて、近年、少年非行は凶悪化していると言われるが、本当に少年事件は凶悪化しているのか科学的、

統計的に検証するとともに、少年非行に対する刑罰と保護のあり方について考察を加える。 

８．学習目標 

１．少年非行の実情及び時代背景を反映した非行内容等の変化について理解し、説明することができるよ 

  うになる。 

２．犯罪・非行の原因とその発生機序について、素質・環境の両面から理解し、説明することができるよう 

  になる。 

３．非行少年にかかる刑事司法機関、少年保護機関の役割・機能について理解し、説明することができるよ

うになる。 

４．事例研究（ケーススタディ）に基づき、少年非行の原因や適切な処遇のあり方について理解し、発表す

ることができるようになる。 

５．以上を通じて、将来、この種の専門機関（少年処遇機関）で働くことの意義を理解し、説明できるよう

になるとともに、就職のために必要な関連知識を修得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントとしては、講義前にはテキストの該当箇所を読み、講義後は知識の定着を図るため、再度、テ

キストやレジュメに目を通す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 鮎川潤『少年非行 社会はどう処遇しているか』放送大学叢書 025、左右社、2014。 
【参考書】 

伊藤冨士江編著『司法福祉入門』第２版増補 上智大学出版発行、（株）ぎょうせい製作・発売、2015。 
 澤登俊雄『少年法入門 第 6版』有斐閣、2015。 
 日本司法福祉学会編『改訂新版 司法福祉』生活書院、2017。 

 河原俊也編著『ケースから読み解く少年事件 実務の技』青林書院、2017。 
法務省法務総合研究所『平成 29年版 犯罪白書』昭和情報プロセス株式会社、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１．授業への積極的参加    総合点の２０％ 

２．期末試験又は小テスト   総合点の４０％ 

３．課題レポート       総合点の２０％ 

４．日常の学習状況      総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．常に新聞・テレビ・雑誌・インターネットなどマスメデイアに関心を寄せ、社会事象である少年非行の 

問題について考える習慣を身に付けること。 

２．全員が授業に集中すること。私語、携帯電話・スマホ等、ゲーム、飲食、中抜け、居眠りなど授業の支 

障となる行為をするものは受講を遠慮願いたい。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、少年非行とは 
事前学習 少年非行とは何かについて、参考書等を参照する。 

事後学習 少年非行とは何かについて、講義の要点をまとめる。 

第２回 少年非行の定義，少年非行の動向 
事前学習 教科書の第１章を読む。参考書の該当部分に目を通す。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第３回 少年非行の原因と説明理論 
事前学習 非行（犯罪）原因論について参考書の該当部分に目を通す。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第４回 少年法の理念と基本構造と審判 
事前学習 教科書の第２章を読む。参考書の該当部分に目を通す。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第５回 少年法の理念と基本構造と審判 
事前学習 教科書の第２章を読む。参考書の該当部分に目を通す。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第６回 
非行少年の処遇（１） 児童相談所と少年鑑

別所 

事前学習 
教科書の第５章のⅠを読む。児童相談所、少年鑑別所、児童
自立支援施設の機能について、参考書等を読んで授業に臨む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第７回 非行少年の処遇（２） 少年院 
事前学習 教科書の第５章のⅡの１から４を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 



 

 

第８回 非行少年の処遇（３） 少年院 
事前学習 教科書の第５章のⅡの５から８を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第９回 非行少年の処遇（４） 保護観察所 
事前学習 教科書の第７章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１０回 非行少年の処遇（５） 保護観察所 
事前学習 教科書の第８章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１１回 少年の刑事事件 
事前学習 少年の保護事件と刑事事件の違いについて調べておく。 

事後学習 少年の保護事件と刑事事件の差異について、整理する。 

第１２回 少年に対する刑罰の執行 少年刑務所 

事前学習 
少年刑務所の対象者及びどのような手続きを経て入所し
ているかについて調べておく。 

事後学習 
少年院と少年刑務所の対象及び処遇の内容等について、

比較をしながら、まとめる。 

第１３回 非行防止活動 
事前学習 教科書の第４章・第７章の１０を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１４回 被害者支援 
事前学習 教科書の第９章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１５回 まとめ 
事前学習 これまでの授業を振り返り、要点をまとめる。 

事後学習 講義全体を振り返る。 

期末試験 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　法務省や東京などの保護観察所、関東地方などの更生保護委員会での勤務経験の知見を活かし、「7」に示した講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 情報科指導法Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3345 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義、演習および実習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「情報科指導法Ⅰ」を履修し、単位修得していることを前提とした授業である。 

７．講義概要 
本講義は、高等学校教諭免許状「情報」を取得しようとする学生を対象とし、高等学校・教科「情報」の指

導法の基本的事項について学習する。「情報科指導法Ⅱ」では、「情報科指導法Ⅰ」で学習したことを基礎と
して、教材作成や指導案の作成、模擬授業の実施、評価の仕方等について実習を通して実践的に学習する。 

８．学習目標 
情報科指導法Iで学習したことを踏まえ、実際に授業計画立案や教材・教具開発に必要な知識・技能を身に付

けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学生ごとに教科「情報」の模擬授業を実施する。授業そのものに加えて、事前準備やリハーサル、事後ディ

スカッション等に対する積極的な参加も評価対象である。「情報科指導法Ⅰ」で実施した模擬授業（ショー

トレクチャー）の反省を踏まえ、よりレベルの高い実践的な模擬授業を求める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山極隆監修『最新社会と情報』実教出版、2015。 

山極隆監修『最新情報の科学』実教出版、2015。 

『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説情報編』文部科学省。2019。 

【参考資料】 

高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教材作成や指導案の作成ができるか。 

２．模擬授業を実施し、生徒を評価できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

平常点(模擬授業、授業への積極的な参加・小テスト・レポート等) 50％ 

最終考課(テストもしくは最終課題) 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

情報教育の現場についての調査では、学生の希望や開催日程等の条件が整った場合、学外実習を含める場合

がある。詳細については授業において検討・指示する。 

情報科教員になるためには、情報に関する幅広い知識をもとに、それらをどのように指導していくかを考え

なければならない。「情報科指導法」では、「Ⅰ」において理論的知識の修得を、「Ⅱ」において実践的技

能の育成を目指す。「Ⅱ」では、「Ⅰ」で学んだ知識を最大限に活用し、様々な授業案を検討・実践するこ

とを期待する。 

模擬授業は失敗が許される。決まり切った型に閉じこもるだけでなく、新しい教育方法やアイデアに積極的

にチャレンジしてほしい。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

教科「情報」の概要と高等学校教育課程における位

置づけ 

事前学習 
学習指導要領解説を読み、「情報科指導法Ⅰ」で

学習した内容を復習しておく。 

事後学習 教科「情報」が扱う学習範囲について整理する。 

第２回 

教科「情報」の専門領域・実践事例調査(1) 

取り扱うトピックの選定と概要調査 

※学生の希望や開催日程等の条件が整った場合、学

外実習を含める場合がある 

事前学習 
教科「情報」が扱う学習範囲から、自分が調査し

たいトピックを考えておく。 

事後学習 

自分が選択したトピックについて、専門的見地か

らの情報収集や事例調査等を実施する。学外実習

を行った場合は、実習で学んだことをレポートに

まとめる。 

第３回 

教科「情報」の専門領域・実践事例調査(2) 

トピックの詳細調査とレポート作成 

※学生の希望や開催日程等の条件が整った場合、学

外実習を含める場合がある 

事前学習 

自分が選択したトピックについて、専門的見地か

らの情報収集や事例調査等を実施する（前時から

の継続課題）。 

事後学習 
調査レポートを完成させる。学外実習を行った場

合は、実習で学んだことをレポートにまとめる。 

第４回 

教科「情報」の専門領域・実践事例調査(3) 

調査レポートに基づく発表とディスカッション 

情報の科学的な理解に関するトピック 

事前学習 作成したレポートを元に、発表準備を行う。 

事後学習 
他の受講生が発表した内容を復習し、それらのト

ピックについて自分なりの考えをまとめる。 

第５回 

教科「情報」の専門領域・実践事例調査(4) 

調査レポートに基づく発表とディスカッション 

情報社会に参画する態度に関するトピック 

事前学習 作成したレポートを元に、発表準備を行う。 

事後学習 
他の受講生が発表した内容を復習し、それらのト

ピックについて自分なりの考えをまとめる。 

第６回 
模擬授業（第 1ターム）の実施(1) 

年間指導計画と単元指導計画の作成 

事前学習 

模擬授業で取り上げたい単元や学習内容を検討

し、その内容が年間指導計画や単元指導計画にど

のように位置づくか検討しておく。 

事後学習 年間指導計画と単元指導計画を完成させる。 



 

 

 

第７回 
模擬授業（第 1ターム）の準備(2) 

指導案の作成、授業の練習 

事前学習 
模擬授業の学習指導案を作成するための資料等

を収集する。 

事後学習 
模擬授業の学習指導案を完成させ、教材等を準備

し、授業の練習をする。 

第８回 

模擬授業（第 1ターム）(1) 

情報の科学的な理解に関する模擬授業の実践と相互

評価 

事前学習 模擬授業の発表準備をする。 

事後学習 

相互評価を元に、自分自身の授業実践を振り返

り、よりよいものにするための改善案を検討す

る。 

第９回 

模擬授業（第 1ターム）(2) 

情報社会に参画する態度に関する模擬授業の実践と

相互評価 

事前学習 模擬授業の発表準備をする。 

事後学習 

相互評価を元に、自分自身の授業実践を振り返

り、よりよいものにするための改善案を検討す

る。 

第１０回 
模擬授業（第 1 ターム）の振り返り 

工夫点と改善点の確認、改善案の検討 

事前学習 

自分や他の受講生の模擬授業を振り返り、それぞ

れの実践について工夫点や改善点を整理してお

く。 

事後学習 
本時のディスカッションを元に、自分の授業の改

善方策を検討する。 

第１１回 
模擬授業（第 2ターム）の実施(1) 

年間指導計画と単元指導計画の作成 

事前学習 

模擬授業で取り上げたい単元や学習内容を検討

し、その内容が年間指導計画や単元指導計画にど

のように位置づくか検討しておく。 

事後学習 年間指導計画と単元指導計画を完成させる。 

第１２回 
模擬授業（第 2ターム）の準備(2) 

指導案の作成、授業の練習 

事前学習 
模擬授業の学習指導案を作成するための資料等

を収集する。 

事後学習 
模擬授業の学習指導案を完成させ、教材等を準備

し、授業の練習をする。 

第１３回 

模擬授業（第 2ターム）(1) 

情報の科学的な理解に関する模擬授業の実践と相互

評価 

事前学習 模擬授業の発表準備をする。 

事後学習 

相互評価を元に、自分自身の授業実践を振り返

り、よりよいものにするための改善案を検討す

る。 

第１４回 

模擬授業（第 2ターム）(2) 

情報社会に参画する態度に関する模擬授業の実践と

相互評価 

事前学習 模擬授業の発表準備をする。 

事後学習 

相互評価を元に、自分自身の授業実践を振り返

り、よりよいものにするための改善案を検討す

る。 

第１５回 

模擬授業（第 2 ターム）の振り返り 

工夫点と改善点の確認、改善案の検討 

今後の教科「情報」の実践は何を目指すべきか 

事前学習 

自分や他の受講生の模擬授業を振り返り、それぞ

れの実践について工夫点や改善点を整理してお

く。 

事後学習 

本科目の学習内容を総復習し、理解を深める。 

実際に教員になったときの姿をイメージし、自分

の実践をさらによりよいものにするための方策

を検討する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報と職業 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1302 

２．授業担当教員 清水 文也 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

コンピュータやインターネットの利用は、現代の生活において必要不可欠である。それは、日常生活のみ

ならず、ビジネス環境にも大きな変化をもたらしている。情報に関する学習において、コンピュータやネッ

トワークの仕組みや操作を理解することも重要であるが、それらが社会やビジネスでどのように使われてい

るのかを理解することも重要である。本講義では、情報化により、私たちの生活がどう変わったのか、また、

どのようにビジネスに活用されているのかを、事例を通して考えていく。 

８．学習目標 
 コンピュータやインターネットを活用することで、どんなビジネスが可能になったのかを理解して、情報

社会で生きるための知識と考え方を身につけ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 

毎回の確認テストと新サービスの考案、また、期限までにレポート課題を提出する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 
【教材】必要に応じて適時資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で扱う情報と職業に関する内容について理解しているか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は選択科目ですが、情報科教員免許状取得のための必修科目でもあります。各産業分野の新技術につ

いての今後の可能性と課題及び、新たな職業の誕生について深く考察して学んでいく科目となります。毎回、

指定座席にて、テーマについて確認テストや教材資料を読み、受講生とディスカッションを行いますので、

積極的な参加が求められます。最後には、レポート課題もありますので、情報に限らず教員志望の学生には

推奨しますが、単なる興味本位や本科目を一度落としている学生、また、空きコマを埋めるためや単位取得

だけが目当てだったり、GPA を上げるためだけなどの理由で受講する学生にとっては、厳しいカリキュラム

になっていますので、十分検討して選択してください。 

※学生本人が“選択”する科目ですので、参加態度などが悪い場合は大幅な減点となります。 

※受講者数に応じて、講義内容や順番を調整・変更する場合があります。 

13．オフィスアワー 初回時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

情報科教員と大学入試科目「情報」 

・授業ガイダンス（概要と成績評価について） 

・情報科教員採用の現状と大学入試科目「情報」 

事前学習 情報科教員採用について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第２回 

ICT人材の未来と職業 

・「未来投資戦略（Society5.0)」について 

・サイバー自衛官＆サイバー捜査官という職業 

事前学習 情報サービス産業について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第３回 

AI（人工知能）産業(1) 

・人工知能とは何か（強い AIと弱い AIとは） 

・AI先進企業の軍事利用の可能性について 

事前学習 人工知能について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第４回 

AI（人工知能）産業(2) 

・AI（人工知能）に対する様々な「誤解」 

・フレーム問題とブラックボックス問題 

事前学習 人工知能について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第５回 

Ioxの今後の可能性と職業 

・IoT（モノのインターネット）とは 

・人体埋め込みチップと最先端ウェアラブル 

事前学習 IoTについて調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第６回 

xRの今後の可能性と職業 

・「VR,AR,MR,SR」それぞれの技術について 

・様々な最新仮想、拡張サービス 

事前学習 仮想現実について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第７回 

自動運転及び遠隔操作技術と職業 

・自動運転技術（レベル）とは何か 

・先進企業動向と次世代交通「MaaS」について 

事前学習 自動運転について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第８回 

ロボット産業の今後と職業 

・最先端ロボットとアンドロイド 

・仮想知的労働者（RPA）とは 

事前学習 ロボットについて調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第９回 

AIサービスと職業の考案 

・人工知能×様々なテクノロジー＝新たな価値 

・新たな価値とそれに伴う職業（仕事）とは 

事前学習 人工知能関連サービスについて調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 



 

 

 

第１０回 

AIサービスと職業の発表 

・受講生による新サービスの発表 

・人工知能と人間の「協働」が始まる 

事前学習 発表リハーサルを実施しておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第１１回 

次世代型オンライン学習の進展 

・VTuberと VOICEROIDによる学習教材の可能性 

・人工知能×教育分野（AI先生の誕生） 

事前学習 オンライン学習について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第１２回 

ブロックチェーン技術の今後と職業 

・フィンテックと暗号資産（仮想通貨）とは 

・日本版「情報銀行」とは何か 

事前学習 ブロックチェーンについて調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第１３回 

教員としてのプログラミング教育 

・小学校プログラミング教育の最新動向 

・高校「情報Ⅰ」プログラミング教育 

事前学習 プログラミング教育について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第１４回 

理解度確認テスト 

・第１回～第１３回の振り返り確認テスト 

・基本的な概念の理解と趨勢を読み解く 

事前学習 これまでの理解度確認テストを復習しておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第１５回 

レポート課題 

・情報技術を活用する社会及び職業について 

・レポート課題の解説とテーマの選定 

事前学習 これまでのテーマを復習しておく 

事後学習 期限までにレポート完成させ提出すること 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人権教育 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1305 

２．授業担当教員 倉澤 達雄 

４．授業形態 講義、グループ学習、討議、発表等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

○人権教育とは「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」（「人権教育及び人権啓発の推進に関する法

律第２条」）であり、国民は「人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄

与するよう努めなければならない。」（同法律第６条「国民の責務」）とされている。 

○上記の趣旨を受けて、本科目においては、日本及び海外の人権課題（問題）の現状や解決・改善の取り組

みについて理解を深める学習を行う。 

○学校や社会における継続した人権教育の必要性やその在り方を実践的に学習し、人権感覚を磨き、身に付

けられるようにする。 

○人権教育に関わる基本的な法例等についても学習する。 

８．学習目標 

○人権の歴史や日本国憲法における国民の権利について再確認し、重要点についての理解を深めることがで

きる。 

○人権教育の根拠法である「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「人権教育・啓発に関する基本

計画」について、目的、基本理念、内容について理解を深めることができる。 

○『人権教育・啓発白書』に示されている我が国の人権課題を把握し、人権尊重に関する現状と諸課題につ

いての理解を深め、人権課題の解決に努めていこうとする姿勢を身に付ける 

○学校や社会において、人権感覚を磨き身に付ける継続した取り組みの必要性について、積極的に授業に参

加し、理解を深めることができる。 

○人権擁護を目的とする種々の国際法（条約）や国内法の概要を理解できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 １．「基本的人権」に関するもの 

       ２．「人権教育の実践」に関するもの 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】Ⅰ中野 光、小笠 毅編著『ハンドブック 子どもの権利条約』岩波書店、2016。 

Ⅱ中野陸夫編著『早わかり人権小辞典』明治図書  2017。 

【参考書】東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．人権教育の意義及び基礎を理解しているか。    

２．人権問題の現状や解決・改善の取り組みについて自らの問題として理解を深めているか。 

○評定の方法 

グループでの活動、授業への積極的参加度、レポート等を総合して評価する。 

１ グループでの活動             総合点の３０％ 

２ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）   総合点の２０％ 

３ レポート等（小課題、試験を含む）     総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

人権教育はすべての人々が人権を享有することのできる社会の実現を目指します。したがって、この授業で

学習したことが皆さんの日常生活で活かされることが肝要です。理論と実践を一体化して、人権を相互に尊

重し合い、心の豊かさを育むことに誰もが関心を寄せる社会の実現に役立つ人権教育の在り方を学び探りま

しょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業計画概要「世界人権宣言」と「憲法」にみる

基本的人権について 

事前学習 人権とは何か。自分の考えを整理する。 

事後学習 基本的人権について整理する。 

第２回 
人権教育・啓発に関する法律および基本計画につ

いて 

事前学習 
教科書(以下 教)Ⅱpp.70～71 を熟読しその要点を

まとめる。 

事後学習 
憲法と人権教育・啓発に関する法律との関連を整理

する。 

第３回 
わが国の人権教育の現状と人権教育に対する取り

組みについて 

事前学習 教Ⅱpp.68～69を熟読し人権問題の現状を考える。 

事後学習 
21 世紀の人権先進国についての自分の意見を整理す

る。 

第４回 
子どもの人権について 

（子どもの最善の利益） 

事前学習 教Ⅰpp.26～31を熟読し要点をまとめる。 

事後学習 
事例発表内容を吟味し担当事項の発表についてグル

ープで相談する。 

第５回 
子どもの人権について 

（子どもの意見表明権） 

事前学習 教Ⅰpp.70～77を熟読しその要点をまとめる。 

事後学習 担当グループの発表内容を吟味し整理する。 

第６回 
子どもの人権について 

（子どものゆとりの権利） 

事前学習 教Ⅰpp.58～61を熟読しその要点をまとめる。 

事後学習 担当グループの発表内容を吟味し整理する。 

第７回 
子どもの人権について 

（親の権利義務と子の権利義務） 

事前学習 
教Ⅰpp.38～41、pp.96～99 を熟読しその要点をまと

める。 

事後学習 担当グループの発表内容を吟味し整理する。 



 

 

第８回 
子どもの人権について 

（障害児の権利他） 

事前学習 教Ⅰpp.118～123を熟読しその要点をまとめる。 

事後学習 担当グループの発表内容を吟味し整理する。 

第９回 主として高齢者、障害者の人権について 
事前学習 

教Ⅱpp.34～35、pp.62～63 を熟読しその要点をまと

める。 

事後学習 担当グループの発表内容を吟味し整理する。 

第１０回 主として同和問題について 
事前学習 教Ⅱpp.100～103を熟読しその要点をまとめる。 

事後学習 担当グループの発表内容を吟味し整理する。 

第１１回 主としてアイヌの人々、外国人の人権について 
事前学習 

教Ⅱpp.12～13、pp.44～45 を熟読しその要点をまと

める。 

事後学習 担当グループの発表内容を吟味し整理する。 

第１２回 
学校における人権教育の実際 

（人権教育の指導方法の在り方） 

事前学習 教Ⅱpp.74～75を熟読して各自体験を振り返る。 

事後学習 人権教育の 4次元を実践的に整理する。 

第１３回 
学校における人権教育の実際 

（小 1 生命の尊重、小 6 愛されるトイレに） 

事前学習 日常の学校生活に潜む人権侵害を考える。 

事後学習 事例に関連する課題を整理する。 

第１４回 
学校における人権教育の実際 

（中  いじめ、差別落書き、人権教育の日常化） 

事前学習 発達段階に即した人権教育を考える。 

事後学習 学校における人権教育について整理する。 

第１５回 まとめ 
事前学習 学校における人権教育の在り方を考える。 

事後学習 人権尊重の日常化について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人権教育 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1305 

GEBS1105 
２．授業担当教員 鈴木 信一郎 

４．授業形態 講義、グループ学習、討議、発表等 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

○人権教育とは「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」（「人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律第２条」）であり、国民は「人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現

に寄与するよう努めなければならない。」（同法律第６条「国民の責務」）とされている。 

○上記の趣旨を受けて、本科目においては、日本及び海外の人権課題（問題）の現状や解決・改善の取り

組みについて理解を深める学習を行う。 

○学校や社会における継続した人権教育の必要性やその在り方を実践的に学習し、人権感覚を磨き、身に

付けられるようにする。 

○人権教育に関わる基本的な法例等についても学習する。 

８．学習目標 

○人権の歴史や日本国憲法における国民の権利について再確認し、重要点についての理解を深めることが

できる。 

○人権教育の根拠法である「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「人権教育・啓発に関する基

本計画」について、目的、基本理念、内容について理解を深めることができる。 

○『人権教育・啓発白書』に示されている我が国の人権課題を把握し、人権尊重に関する現状と諸課題に

ついての理解を深め、人権課題の解決に努めていこうとする姿勢を身に付ける 

○学校や社会において、人権感覚を磨き身に付ける継続した取り組みの必要性について、積極的に授業に

参加し、理解を深めることができる。 

○人権擁護を目的とする種々の国際法（条約）や国内法の概要を理解できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１. レポート課題「人権教育の現状と課題について」 

２. グループ発表時には、一人一人が主体性をもち、他の人との情報共有を図りながら準備を進める。 

３. 人権教育のテーマごとに振り返りを行い、自分の考えをまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 令和元年版 人権教育・啓発白書（秋期は令和２年度版を使用する。） 

【参考資料】『人権について考える２０１９人権って何だろう』公益財団法人人権教育啓発推進センター。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．人権教育の意義及び基礎を理解しているか。    

２．人権問題の現状や解決・改善の取り組みについて自らの問題として理解を深めているか。 

○評定の方法 

グループでの活動、授業への積極的参加度、レポート等を総合して評価する。 

１ グループでの活動             総合点の３０％ 

２ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）   総合点の２０％ 

３ レポート等（小課題、試験を含む）     総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

「人権」に対する掘り下げた理解を図り、各自が「人権」問題を自分の課題として意識できるように進め

ていきます。「学校における人権教育」や「子どもの人権」に視点を充てた授業を展開していきますが、教

員志望の人もそうでない人も学べるように進めていきます。様々な人の生き方、言葉等に学びながら、人

権ついて考えるとともに、学校や社会教育等で行われている人権プログラムも体験します。未来を担う子

どもたちの成長と笑顔が輝く社会の実現を共に目指していきましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
科目ガイダンス 人権とは何か 「日本国憲法」「世界

人権宣言」等から理解を深める。 

事前学習 
人権について、自身の体験をもとに自分の考え

を整理する。 

事後学習 人権ついて、自分なりの課題意識を持つ。 

第２回 

人権教育とは何か 「人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律」及び「人権教育・啓発に関する基本計画」か

ら人権教育について理解を深める。 

事前学習 
これまで自分が経験してきた人権教育の内容や

方法を振り返る。 

事後学習 人権の本質や特徴についてまとめる。 

第３回 

人権教育の基礎① 人権課題の取組 「人権教育・啓発

白書」をもとに「女性」「障害のある人」について理解を

深める。 

事前学習 
教科書の「女性」「障害のある人」を読み、概要

を理解し、気づいたことや疑問点を整理する。 

事後学習 
「女性」や「障害のある人」の人権課題や取組を

ワークシートにまとめる。 

第４回 

人権教育の基礎② 人権課題の取組 「人権教育・啓発

白書」をもとに「高齢者」「同和問題」について理解を深

める。 

事前学習 
教科書の「高齢者」「同和問題」を読み、人権問

題の理由や取組について整理する。 

事後学習 

「高齢者」「同和問題」の事案や課題を知り、そ

の対応や取組をワークシートにまとめ、自分の

考えを持つ。 

第５回 

人権教育の基礎③ 人権課題の取組 「人権教育・啓発

白書」をもとに「外国人」「ＨＩＶ感染者」について理解

を深める。 

事前学習 
教科書の「外国人」「ＨＩＶ感染者」や、事前に

配付する資料から課題をもつ。 

事後学習 

「外国人」「ＨＩＶ感染者」の事案から、人権問

題の発生や状況を知り、今後の対応についてワ

ークシートにまとめる。 



 

 

第６回 

人権教育の基礎④ 人権課題の取組 「人権教育・啓発

白書」をもとに「その他の人権の取組」について理解を

深める。 

事前学習 
既習の学習を振り返り、身の回りの人権課題に

ついて調べまとめる。 

事後学習 
人権侵害に関する問題点と課題を、ワークシー

トにまとめる。 

第７回 
人権理解の現状と課題 権利の意味と人権教育の必要

性を考える。 

事前学習 
権利という言葉の意味や使われ方について、プ

リントから考える。 

事後学習 人権感覚や人権意識について課題を持つ。 

第８回 
子どもの人権について① 「児童の権利に関する条約」

「こどもの権利に関する条例」等の理解を深める。 

事前学習 
「児童の権利に関する条約」を読み、課題意識を

持つ。 

事後学習 
子どもの人権を尊重する様々な取組を知り、整

理する。 

第９回 
子どもの人権について② 子どもを取りまく様々な人

権課題、特別支援教育について 

事前学習 
子どもを取りまく人権課題をインターネットや

ニュースから調べておく。 

事後学習 
子どもを取りまく様々な人権課題を知り、取組

をワークシートにまとめる。 

第１０回 子どもの人権について③ 人権感覚を育てる取組 

事前学習 プリントから人権感覚を育てる取組を知る。 

事後学習 
人権感覚を育てる方法を知り、ワークシートに

まとめる。 

第１１回 
学校における人権教育① 学校における人権尊重の考

え方と人権教育の推進 

事前学習 
教科書やインターネット等から、学校における

人権教育の取組を調べ、問題意識を持つ。 

事後学習 
学校における人権尊重の考え方や取組について

整理する。 

第１２回 

学校における人権教育② 

児童生徒の発達段階をふまえた指導方法の工夫と配慮

事項  

事前学習 
プリントから児童生徒の発達段階や指導方法に

課題意識を持つ。 

事後学習 
指導方法の工夫や配慮事項について、考えをワ

ークシートにまとめる。 

第１３回 
学校における人権教育③ 

実践事例から学ぶ 効果的な学習をめざして 

事前学習 実践事例を見て課題意識を持つ。 

事後学習 
効果的な学習形態、指導方法等についてワーク

シートにまとめる。 

第１４回 

学校における人権教育④ 

実践事例から学ぶ（人として教師として、どのように人

権教育に関わっていくか） 

事前学習 
どのように人権教育を進めていくか、課題意識

を持つ。 

事後学習 
学校、教職員、保護者、地域とどのように連携し

ていくか、考える。 

第１５回 人権教育のまとめ  
事前学習 

今までの学習を振り返り、自分なりの考えをま

とめる。 

事後学習 人権尊重の日常化について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人事管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4103 

２．授業担当教員 菊池 敏夫 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 ヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源の中で、「ヒト」は最も重要な資源であると同時に最も管理が困難

な資源と言われている。この授業は、企業などの組織が「ヒト」をどのように効率的に管理しているかにつ

いて学ぶ。 

従来の日本企業の人事管理は、終身雇用や年功賃金を基本的な特徴とする管理を行っていた。企業に入社

すれば定年までの雇用が保障され、勤続を重ねるとともに昇進し、賃金も上がっていた。しかし、1990 年代

以降の日本企業はグローバル化の激しい企業間競争に直面し、従来の人事管理では対応できず、その対応を

迫られた。具体的には、雇用の多様化・流動化、成果主義の導入などがおこなわれた。 

この授業は、雇用環境の変化を踏まえたうえで、人事管理の現状および今後の方向性を検討する。 

８．学習目標 

1．1990 年代以降の雇用環境の変化を理解する。 

2．経営資源の中で最も重要な資源といわれている「ヒト」の管理について理解する。 

3．日本企業における「ヒト」の管理について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

15回の講義回数のうち、2回を学生の課題発表、討論に当てます。発表の前にテーマを設定して報告要旨を準

備して発表、討論、コメントを行う。なお、レポート、小論文は講義中に提出してもらう。最終レポートは

テーマを選択して作成、提出してもらいます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

佐藤博樹他著『新しい人事労務管理（第６版）』有斐閣、2019。 

【参考書】 

宮下 清著『経営・人事入門』創成社、2013。 

林 明文著『合理的人事マネジメント』中央経済社、2014。 

Howard Gospel & Andrew Pendleton(Edited), Corporate Governance and Labour Management, 

Oxford.,2005. 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．雇用環境の変化を正確に理解する。 

2．人事管理の具体的な管理方法を理解する。 

3．成果主義、脱時間給などを正確に理解する。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加   総合点の４０％ 

2．課題レポート等     総合点の４０％ 

3．期末試験等       総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

学生諸君は卒業後、企業または何らかの組織に就職するため、在学中から就職活動に多くのエネルギーを投

入することになります。この就活の相手として企業側の説明会、採用などを担当するのは、各企業や組織の

人事管理部門です。この部門の活動の主な内容が人事管理論の対象であることを理解しておいて下さい。学

生諸君に対する対応、採用試験、採用後の入社前教育などが、合理的に行われているかを判断できる学科目

であることを理解し、学習することをすすめます。 

13．オフィスアワー 後日、連絡します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義内容の説明、テキストの内容への理解

と説明 

事前学習 
人事管理論とは何かを理解するためにテキストの第 1章およ

び目次に眼を通し、シラバスの講義概要、学習目標、受講生

へのメッセージを読んでおく。 
事後学習 

テキスト第 1章を熟読、講義内容のノートを整理しておくこ

と。 

第２回 
雇用管理の内容、採用管理、配置と異動、

定年制などへの理解 

事前学習 テキスト第 2章を読んで何が問題かを考えておくこと。 

事後学習 採用から定年までの人事管理の流れを正確に理解すること。 

第３回 人事制度、人事考課制度への理解を深める 

事前学習 第 3章を読み、人事考課、新しい評価制度へ関心を持つこと。 

事後学習 
講義のノートを整理し、人事考課の新しい方向を考え、理解

を深める。 

第４回 
賃金管理：賃金とは何か、賃金決定の基準

への理解 

事前学習 第 4章 1.2を読み、賃金が決定される基準を考えておく。 

事後学習 賃金において、決定基準への理解を深める。 

第５回 
賃金体系と年功賃金、成果賃金への理解と

問題の分析 

事前学習 第 4章 3.4を読み、年功賃金の特徴を理解しておく。 

事後学習 
年功賃金および成果にもとづく賃金の問題への理解を深め

る。 



 

 

第６回 
労働時間管理の問題―制度的問題、時間短

縮、弾力化の問題への理解と分析 

事前学習 
テキスト第 5章を読み、労働時間管理にはどんな問題がある

かを理解する。 

事後学習 
時間短縮およびフレックス・タイムの有効性と問題点を考え

整理しておくこと。 

第７回 

第１回～第 6 回の講義のまとめの後、受講

生による課題発表と討論、レポート（報告

要旨）提出 

事前学習 課題について十分準備し、報告要旨を作成しておく。 

事後学習 
発表に対する質問、問題の指摘、コメントをよく整理、記録

しておくこと。 

第８回 
能力開発、OJT と OFF・JT の有効性と

問題分析 

事前学習 テキスト第 6章を読み、能力とは何かを考えておく。 

事後学習 能力開発の方法、OJTと OFF・JTについて理解を深めること。 

第９回 
非正規従業員と派遣労働者、コンティンジ

ェント・ワーカーの活用と問題点 

事前学習 
第 7章を読み、非正規従業員、派遣労働者について調べ、ま

とめておくこと。 

事後学習 近年の非正規従業員の増加傾向の背景に理解を深めること。 

第１０回 
従業員の生活支援、企業の福利厚生、ワー

ク・ライフ・バランスの実現への理解 

事前学習 
第 8章を読み、福利厚生制度の現状を理解し、考えをまとめ

ておくこと。 

事後学習 
近年の問題がワーク・ライフ・バランスであることの意味、

背景を考えること。 

第１１回 
労使関係管理、従業員の利益、労働組合、

労使協議制、の問題分析 

事前学習 
第 9章を読み、労使関係管理にどんな問題があるかに関心を

もっておくこと。 

事後学習 労使関係管理の近年の変化に理解を深めること。 

第１２回 
労使関係の国際比較―従業員の経営参加

制度、ドイツ、中国の事例分析 

事前学習 
配布資料により、ドイツ、中国の従業員の経営参加の理解を

深めること。 

事後学習 
ドイツの監査役会、中国の監査役会には従業員代表が参加し

ていることの意味、背景を考え理解を深めること。 

第１３回 
人事管理論における新傾向と問題、人事管

理論の変遷と課題 

事前学習 
テキスト第 10章（pp.261～294）を読み、変化の方向を理解

しておくこと。 

事後学習 
第二次大戦後、人事管理の主題は変化しており、変化の方向

と問題点を考え、ノートにまとめておくこと。 

第１４回 

第 8 回～第 13 回の講義のまとめの後、受

講生による課題報告と討論、レポート（報

告要旨）提出 

事前学習 
あらかじめ設定された課題について十分準備し、レポート

（報告要旨）を作成しておくこと。 

事後学習 発表に対する質問、コメントを整理し、記録しておくこと。 

第１５回 
講義全体のまとめ、いくつかの残された課

題についての考えかた 

事前学習 
講義全体をふりかえり、人事管理論とは何かを復習するこ

と。 

事後学習 最終レポートを作成、提出。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人体の構造と機能及び疾病／医学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1112 

GELA1333 

GELA1312 ２．授業担当教員 柴野 裕子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、ならびに意見発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
原則として、「解剖生理学」履修後、または履修中であること。 

７．講義概要 

この講義は、総合社会科学としての医学の側面についても触れ、生活の質（QOL）を豊かにする保健・医

療・福祉・心理のあり方についても学び、福祉専門職者・心理専門職者として要求される最低限の医療、医

学の知識の習得を目標とする。さらに、最新の健康情報の検証も行う。 

具体的には、 

●心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達や日常生活との関係を踏ま 

 えて理解する。 

●国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解する。 

 ●リハビリテーションの概要について理解する。 

８．学習目標 

１．心身の機能と身体構造、および様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達・老化と日常生活と

の関係を踏まえて理解できるようになる。 

２．国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解できるようになる。 

３．リハビリテーションの概要について理解し、説明できるようになる。 

４．生活習慣病とその予防につき、健康増進の正しい方策について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題①：『終末期・看取り・病気告知』に関する新聞記事や書籍等で自身が興味を持ったものを１つ取りあげ

る。取りあげた理由や新聞記事等を読んでの自身の考えをレポートにまとめる（第11回講義のグループワ

ークで使用し、授業後提出する）。 

課題②：疾患に関する新聞記事や疾患を抱える登場人物が描写された書籍や映画等で自身が興味を持ったも

のを１つ取りあげる。取りあげた理由や取りあげたものに登場した疾患について調べ、レポートにまとめ

る（第15回講義のグループワークで使用し、授業後提出する）。 

＊課題は指定された用紙にて、手書きで作成し提出する。課題の詳細は第1回講義のオリエンテーションにて

説明する。 

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編『新・社会福祉士養成講座 第 1巻 人体の構造と機能及び疾病 第 3版』 

中央法規、2015。 

【参考書】 

必要に応じて授業の中で通知する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．心身の機能と身体構造を自分の体と日常生活に照らし合わせてできるようになったか。 

２．生活習慣病の理解と予防を考察できるようになったか。 

３．少子高齢社会におけるリハビリテーションを理解し、必要性を説明できるようになったか。 

４．厚労省が推進の高齢者の QOLの基本的な考えを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度や学習状況、レポート、期末テスト等を総合して評価する。 

授業への参加度 30％、レポート 30％、期末テスト 20％、発表能力 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第 1回講義にて、授業の進め方や課題について説明を行います。必ず出席してください。 

２．講義は皆さんに質問をしながら進めていきます。必ず事前学習を行い、講義に臨んでください。 

３．この講義を受講するにあたり、自身の学びをまとめるノートとして、『学修ノート』を用意してください。

大学ノートやルーズリーフなど、自身が使いやすいものでかまいません。 

４．講義後は必ず事後学習を行い、知識の定着に努めてください。 

13．オフィスアワー 講義の前後の時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、 

健康のとらえ方①（健康の概念と健康増進の歴史、 

日本の人口統計、人口の高齢化と医療費） 

事前学習 

学修ノートを準備し、シラバスを読んでお

く。教科書 p206～p217 を読み、自身が考え

る「健康」の定義について学修ノートにまと

めておく。 

事後学習 

教科書 p206～p217、配布資料を読んで復習を

する。学修ノートを見直し、足りない箇所は

追記する。 

第２回 人の成長・発達・老化 

事前学習 

教科書 p2～p24を読み、「胎児期」「乳幼児期」

「児童期」「青年・中年期」「高齢期」の特徴

を学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p2～p24、配布資料を読んで復習をす

る。学修ノートを見直し、足りない箇所は追

記する。 

  



 

 

第３回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい① 

（人体の構造と機能、骨格系、筋系 

事前学習 

教科書 p26～p29、p46～p48、p95～p98 を読

み、体の各部の名称、骨・筋の名称を調べて

おく。「変形性骨関節疾患」「関節リウマチ」

について学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p2～p24、配布資料を読んで復習をす

る。学修ノートを見直し、足りない箇所は追

記する。 

第４回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい② 

（神経系、肢体不自由、高次脳機能障害） 

事前学習 

教科書 p41～p44、p50～p52、p61～p65、p107

～p112、p141～p145、p162～p166を読み、「神

経の構造と機能」「脳出血」「脳梗塞」「肢体

不自由」「高次脳機能障害」について学修ノ

ートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p41～p44、p50～p52、p61～p65、p107

～p112、p141～p145、p162～p166、配布資料

を読んで復習をする。学修ノートを見直し、

足りない箇所は追記する。 

第５回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい③ 

（循環器系、免疫系） 

事前学習 

教科書 p29～p34、p66～p68、p84～p86 を読

み、「心臓の構造」「心疾患」について学修ノ

ートのまとめておく。 

事後学習 

教科書 p29～p34、p66～p68、p84～p86、配布

資料を読んで復習をする。学修ノートを見直

し、足りない箇所は追記する。 

第６回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい④ 

（呼吸器系、消化器系、内分泌系） 

事前学習 

教科書 p36～p40、p44～p45、p69～p83 を読

み、「肺の構造」「消化器の構造」「内分泌器

官の構造」「慢性閉塞性肺疾患」「糖尿病」に

ついて学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p36～p40、p44～p45、p69～p83、配布

資料を読んで復習をする。学修ノートを見直

し、足りない箇所は追記する。 

第７回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑤ 

（泌尿器系、生殖器系） 

事前学習 

教科書 p34～p35、p45～p46、p87～p94 を読

み、「腎臓の構造」「腎不全」「排尿障害」に

ついて学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p34～p35、p45～p46、p87～p94、配布

資料を読んで復習をする。学修ノートを見直

し、足りない箇所は追記する。 

第８回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑥ 

（感覚器系、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害） 

事前学習 

教科書 p48～p50、p99～p102、p130～0140を

読み、「目・耳・皮膚の構造」「視覚障害」「聴

覚障害」「平衡機能障害」について学修ノー

トにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p48～p50、p99～p102、p130～0140、

配布資料を読んで復習をする。学修ノートを

見直し、足りない箇所は追記する。 

第９回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑦ 

（悪性新生物、先天性疾患） 

事前学習 

教科書 p58～p60、p113～p116を読み、「悪性

新生物」「ダウン症候群」「進行性筋ジストロ

フィー」について学修ノートにまとめてお

く。 

事後学習 

教科書 p58～p60、p113～p116、配布資料を読

んで復習をする。学修ノートを見直し、足り

ない箇所は追記する。 

第１０回 

身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑧ 

（生活習慣病、感染症及び感染症対策、 

高齢者に多い疾患） 

事前学習 

教科書 p54～p57、p103～p106、p117～p121、

p222～p224を読み、「生活習慣病」「廃用症候

群」「褥瘡」について学修ノートにまとめて

おく。 

事後学習 

教科書 p54～p57、p103～p106、p117～p121、

p222～p224、配布資料を読んで復習をする。

学修ノートを見直し、足りない箇所は追記す

る。 

第１１回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑨ 

（終末期医療と緩和ケア、課題①） 

事前学習 

教科書 p122～p128を読み、「アドバンス・ケ

ア・プランニング」について学修ノートにま

とめておく。また、自身の課題①を見直し、

グループディスカッションに備えておく。 

事後学習 

教科書 p122～p128、配布資料を読んで復習を

する。講義でのグループディスカッションを

踏まえて、「終末期・看取り・病気告知」に

ついての学びや自身の考えを学修ノートに

まとめておく。 



 

 

第１２回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑩ 

（内部障害、知的障害、発達障害） 

事前学習 

教科書 p146～p155 を読み、「内部障害」「知

的障害」「発達障害」について学修ノートに

まとめておく。 

事後学習 

教科書 p146～p155、配布資料を読んで復習を

する。学修ノートを見直し、足りない箇所は

追記する。 

第１３回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑪ 

（認知症、精神障害） 

事前学習 

教科書 p156～161、p167～p172 を読み、「認

知症」「統合失調症」「気分（感情）障害」「神

経症性障害」について学修ノートにまとめて

おく。 

事後学習 

教科書 p156～161、p167～p172、配布資料を

読んで復習をする。学修ノートを見直し、足

りない箇所は追記する。 

第１４回 

国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要、 

リハビリテーションの概要、 

健康のとらえ方②（国民健康づくり対策、労働衛生、 

歯科保健、環境保健、学校保健） 

事前学習 

教科書 p174～p203、p218～p221、p225～p238

を読み、「国際生活機能分類（ICF）」「リハビ

リテーション」、「健康日本 21(第二次)」につ

いて学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p174～p203、p218～p221、p225～p238

配布資料を読んで復習をする。学修ノートを

見直し、足りない箇所は追記する。 

第１５回 
疾患に関するグループワーク及び発表（課題②）、 

まとめ 

事前学習 
自身の課題②を見直し、グループディスカッ

ションに備えておく。 

事後学習 
教科書、これまでの配布資料、自身の学修ノ

ートを見直す。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1311 

２．授業担当教員 酒井 博美 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分

野における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理

解を図るものである。 

８．学習目標 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3.心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5.心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各回に次回講義に向けてのキーワードを提示するので、事前学習として、下記に示した参考書などをもと

に内容を確認しておくこと。毎回の授業開始時にその内容について発表してもらう。また15回の授業が終

了した後、別途これまでの学習内容の習熟度を確認するための期末試験を行う。各回の講義内容の理解を

定着させるように、毎回の復習を確実に行うこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定せず、適宜プリント教材を配布する。 

【参考書】鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃 編 「心理学 第 5版」 東京大学出版会。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への

積極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得

点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学の基礎的かつ幅広い知識を学ぶ授業です。本講義の内容を確実に理解することで、その後に学ぶ心

理学領域の科目の内容理解が促進されることが期待されます。各回の授業に真剣に取り組んでください。  

13．オフィスアワー 授業内に周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、心理学の成り立ち 

事前学習 
シラバスに目を通し、本講義がどのような内

容を扱うのか理解しておく。 

事後学習 
心理学の歴史的背景と現代への流れについ

て説明できるようにする。 

第２回 
感覚と知覚（1）：外界の刺激を捉えるプロセス、感覚の

特性 

事前学習 「五感」について調べておく。 

事後学習 感覚特性について説明できるようにする。 

第３回 感覚と知覚（2）：知覚の特性 
事前学習 「目の錯覚」について調べておく。 

事後学習 知覚特性について説明できるようにする。 

第４回 記憶（1）：プロセス、種類 

事前学習 「短期記憶、長期記憶」について調べておく。 

事後学習 
記憶のプロセスと分類について説明できる

ようにする。 

第５回 記憶（2）：特徴的な現象、忘却理論 

事前学習 
人間が「忘れる理由」を考え、書き出してお

く。 

事後学習 
記憶の特徴的現象と忘却の要因について説

明できるようにする。 

第６回 学習（1）：古典的条件づけ、オペラント条件づけ 

事前学習 「パブロフのイヌ」について調べておく。 

事後学習 
古典的／オペラント条件づけについて説明

できるようにする。 

第７回 学習（2）：社会的学習、問題解決学習 

事前学習 
「見よう見まね」「試行錯誤」について調べて

おく。 

事後学習 
社会的学習と問題解決学習について説明で

きるようにする。 

第８回 脳とこころ：脳の構造と機能、高次脳機能障害 

事前学習 
大脳皮質の「前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭

葉」の場所と主な機能について調べておく。 

事後学習 
脳の構造と各機能および代表的な高次脳機

能障害について説明できるようにする。 

第９回 
動機づけと欲求：内発的/外発的動機づけ、欲求の階層

性） 

事前学習 
「マズローの欲求階層説」について調べてお

く。 

事後学習 
内発的/外発的動機づけおよび欲求階層説に

ついて説明できるようにする。 



 

 

第１０回 性格と個人差（1）：類型論と特性論 

事前学習 
「血液型と性格の関連」をどう考えるか、意

見を書き出しておく。 

事後学習 
性格の類型論と特性論について説明できる

ようにする。 

第１１回 性格と個人差 (2) ：測定の方法 

事前学習 
「性格検査」にどのようなものがあるか調べ

ておく。 

事後学習 
質問紙法、投影法、作業法について説明でき

るようにする。 

第１２回 知能：構造の理論、測定の方法 

事前学習 
「知能検査」にどのようなものがあるか調べ

ておく。 

事後学習 
知能の構造および知能検査について説明で

きるようにする。 

第１３回 ストレスと適応：原因、対処 

事前学習 自身の「ストレス対処法」を 5 つ挙げておく。 

事後学習 
ストレスの概念、影響、対処について説明で

きるようにする。 

第１４回 社会と個人：印象形成、対人魅力 

事前学習 
「対人魅力」とは何かを調べ、その要因につ

いて考えを書き出しておく。 

事後学習 
印象形成、対人魅力、社会集団について説明

できるようにする。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでの内容について、ノートおよび配布

プリントを用いて一通り振り返っておく。 

事後学習 
これまでの内容について、知識の定着を図

る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1111 

２．授業担当教員 宮内 英里 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分野

における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理解を

図るものである。 

８．学習目標 

1. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2. 心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3. 心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4. 心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5. 心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント：事前学習として、指定された資料を読んでくること。また、事後学習として、ワークシー
トを作成すること。 
試験：学習内容の習熟度を確認するために、毎回、授業の最初に簡単な小テスト（10分程度）を実施する。

また、全講義終了後に期末試験を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
特に指定しない。必要に応じて適宜資料を配布する。 

【参考書】 
特に指定しない。授業内でその都度紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得点に

より成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業に積極的に参加すること。 

２．正当な理由なく、遅刻、欠席、早退をしないこと。 
３．授業の妨害行為および他者への迷惑行為（私語、居眠り、携帯の使用、ディスカッションへの 
不参加など）をしないこと。これらの不適切な行為がみられた場合は、授業態度点において減点します。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：心理学とは 
事前学習 

シラバスに目を通し、本講義がどのような内 

容を扱うのか理解しておくこと 

事後学習 心理学についてワークシートを作成する 

第２回 心と脳 
事前学習 心と脳について配布資料を通読してくること 

事後学習 心と脳についてワークシートを作成する 

第３回 感覚と知覚 
事前学習 

感覚と知覚について配布資料を通読してくる
こと 

事後学習 感覚と知覚についてワークシートを作成する 

第４回 学習 
事前学習 学習について配布資料を通読してくること 

事後学習 学習についてワークシートを作成する 

第５回 動機づけ 
事前学習 

動機づけについて配布資料を通読してくるこ
と 

事後学習 動機づけについてワークシートを作成する 

第６回 記憶と感情 
事前学習 

記憶と感情について配布資料を通読してくる

こと 

事後学習 記憶と感情についてワークシートを作成する 

第７回 言語と思考 
事前学習 

言語と思考について配布資料を通読してくる
こと 

事後学習 言語と思考についてワークシートを作成する 

第８回 発達心理学 1：人の発達の諸相 
事前学習 

人の発達について配布資料を通読してくるこ
と 

事後学習 人の発達についてワークシートを作成する 

第９回 発達心理学 2：生涯発達とライフサイクル 

事前学習 
生涯発達とライフサイクルについて配布資料

を通読してくること 

事後学習 
生涯発達とライフサイクルについてワークシ

ートを作成する 

第１０回 パーソナリティ 

事前学習 
パーソナリティについて配布資料を通読して
くること 

事後学習 
パーソナリティについてワークシートを作成

する 



 

 

第１１回 社会心理学 1：個人と他者の関わり 

事前学習 
個人と他者の関わりについて配布資料を通読
してくること 

事後学習 
個人と他者の関わりについてワークシートを

作成する 

第１２回 社会心理学 2：集団・社会の中の個人 

事前学習 
集団・社会の中の個人について配布資料を通読

してくること 

事後学習 
集団・社会の中の個人についてワークシートを

作成する 

第１３回 心の健康とストレス 

事前学習 
心の健康とストレスについて配布資料を通読
してくること 

事後学習 
心の健康とストレスについてワークシートを

作成する 

第１４回 心のケアと支援 

事前学習 
心のケアと支援について配布資料を通読して
くること 

事後学習 
心のケアと支援についてワークシートを作成

する 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでの内容について、ノートおよび配布 

資料を用いて一通り振り返っておくこと 

事後学習 
今回のまとめを手がかりに、期末試験に向け 

ての準備を強化する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1111 

GELA1332 

GELA1311 ２．授業担当教員 山下 真里 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学部生は、先に「心理学入門」を履修することが望ましい。 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分野

における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理解を

図るものである。 

８．学習目標 

1. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2. 心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3. 心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4. 心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5. 心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習として、テキストの該当箇所を読んでくること。また、知識の定着をはかるために、毎回講義終了
後に振り返りシートを配布するので、完成させ次回の講義において提出すること。なお、振り返りシートの
回収時間は、講義開始から５分間のみ受け付ける。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】和田万紀（編）『Next教科書シリーズ 心理学[第３版]』弘文堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得点に

より成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

この講義では、グループワーク等で他者とコミュニケーションをとりながら、講義内容について理解を深
めることが求められます。そのため授業妨害、他者への迷惑行為となるため、１．正当な理由のない遅刻、
早退 ２．私語や携帯電話の作動、居眠り、授業やディスカッションへの不参加、非協力的態度は厳禁。 

13．オフィスアワー 授業中に周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 心理学とは何か 
事前学習 シラバスを熟読してくること 

事後学習 教科書【序章】を通読する 

第２回 心理学の歴史と方法 
事前学習 教科書【第１】を通読する 

事後学習 振り返りシート①の作成と提出 

第３回 感覚・知覚・認知・感性 
事前学習 教科書【第２章】を通読する 

事後学習 振り返りシート②の作成と提出 

第４回 記憶 
事前学習 教科書【第３章の１】を通読する 

事後学習 振り返りシート③の作成と提出 

第５回 学習 
事前学習 教科書【第３章の２】を通読する 

事後学習 振り返りシート④の作成と提出 

第６回 感情 
事前学習 教科書【第４章の１から３】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑤の作成と提出 

第７回 動機づけ・ストレス 
事前学習 教科書【第４章の４と５】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑥の作成と提出 

第８回 性格 性格と行動 
事前学習 教科書【第５章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑦の作成と提出 

第９回 発達 ライフサイクル論 乳幼児期 
事前学習 教科書【第６章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑧の作成と提出 

第１０回 発達 ライフサイクル論 学童期以降 
事前学習 教科書【第６章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑨の作成と提出 

第１１回 社会的行動 その１ 対人関係 
事前学習 教科書【第７章の１と２】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑩の作成と提出 

第１２回 社会的行動 その２ 個人と集団 
事前学習 教科書【第７章の３】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑪の作成と提出 

第１３回 心理学と支援：臨床心理学 
事前学習 教科書【第８章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑫の作成と提出 

第１４回 心理学と支援：コミュニティ心理学 
事前学習 事前に配布する資料を通読する 

事後学習 振り返りシートのまとめ 

第１５回 まとめ（質疑応答） 
事前学習 質問があれば用意してくること 

事後学習 講義の要点をまとめ、期末試験に向けての準備を行う 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学基礎実験 （4 単位） 

３．科目番号 EDPS2301 

２．授業担当教員 成本 忠正・新井 洋輔 

４．授業形態 講義・実習(グループ活動)・演習(グループ活動)・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「統計学」および「心理統計法」の単位を履修した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 心理学を研究するための基礎となる各手法をとり上げ、生理、記憶、学習、認知、人格、社会等、心理

学の主要な分野の知識を身につけながら、それらの知識や考え方に基づく科学的レポートの書き方を学ぶ。 

 実験等の体験を通して、心理学の理論を机上に終わらせることなく、身近なものとして体得することが
できる。 

 なお本科目は認定心理士の資格科目であり、受講生は規定数以上の実験等に参加し、レポートを提出す
ることが義務付けられている。 

８．学習目標 

1.実験等の演習を通して、心理学を含む社会科学全般に必要不可欠である各種研究法の基礎理論や技法、

基本姿勢を理解し、身につける。 

2.実験等の演習によって、実験や調査の計画立案の仕方を理解する。 

3.実験等の演習によって得られたデータについて、コンピュータを用いて統計処理することができるよう

になる。 

4.目的、方法、結果、考察から成る心理学研究レポートの記述の仕方を習得し、心理学的事象について、統

計処理の結果を用いて、説明、解釈できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各実験を行った後に、その実験に関するレポートを提出する。 

レポートの作成を通じて実験内容についての理解を深め、またレポート作成のルールを理解する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】木下富雄『教材心理学』ナカニシヤ出版。 

【参考書】授業中に適宜指示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

 1.実験等の演習を通して、各種研究法の基礎理論や技法、基本姿勢を理解し身につけていること 

 2.実験等の演習によって、実験や調査の計画立案の仕方を理解していること 

 3.実験等の演習によって得られたデータについて、コンピュータを用いて統計処理できること 

 4.目的、方法、結果、考察から成る標準的な心理学研究レポートの記述の仕方を習得していること 

○成績評価の評定方法 

学則で決められた単位取得の条件を満たしていること(3/4 以上の出席)を前提として、授業態度(授業およ

びグループ発表への積極的参加)30％、課題レポート 70％として算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

 教科書に指定している『教材心理学』を用いて実験を行いますので、初回の授業までに購入し、毎回忘

れずに持ってきて下さい。第 1 回目の授業で『心理学基礎実験の手引き』を配布します。必ず初回の授業

に出席し、手引きを受け取るとともに、授業の注意事項をよく聞き、その後の実験実習に備えること。こ

の授業は全回出席を前提として授業を進めます。やむを得ぬ理由で遅刻・欠席する場合は必ず本人が事前

に担当教員に連絡すること。 

 認定心理士の資格科目であり、6 種類以上の実験に参加し、それぞれの実験についてレポートを提出す

ることが義務づけられています。高い緊張感を持って授業に望み、学習目標を達成して下さい。また、携

帯電話を授業中に操作しないこと。他の受講生に迷惑をかける行為（私語、居眠り、グループ活動に参加

しないなど）をつつしむこと。 

13．オフィスアワー 詳細な時間は授業開始後に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
心理学実験とは？ 

 実験方法を理解する。 

事前学習 心理学の研究方法をリサーチする。 

事後学習 心理学研究における実験法を理解する。 

第２回 実験レポートの書き方・構成を学ぶ 
事前学習 科学レポートの構成についてリサーチする。 

事後学習 授業内で学んだ内容をまとめる。 

第３回 心理統計法（t検定・分散分析） 
事前学習 

平均値の比較・分散の比較方法について確認す

る。 

事後学習 実験で用いられる心理統計法を復習する。 

第４回 心理統計（相関分析・カイ 2乗検定 
事前学習 

量的変数の関連性・質的変数の連関性の検討方

法を予習する。 

事後学習 調査で用いられる心理統計法を復習する。 

第５回 実験① 画像的記憶と文脈：実験計画の立案 
事前学習 実験のどこに注意を払うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第６回 実験① 画像的記憶と文脈：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第７回 実験① 画像的記憶と文脈：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

  



 

 

第８回 実験① 画像的記憶と文脈：実験レポートの作成 
事前学習 統計処理の結果をまとめる。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

第９回 実験② ミュラーリヤー錯視：実験計画の立案 
事前学習 実験のどこに注意を払うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第１０回 実験② ミュラーリヤー錯視：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第１１回 実験② ミュラーリヤー錯視：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

第１２回 実験② ミュラーリヤー錯視：実験レポートの作成 
事前学習 科学レポートの書き方を復習する。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

第１３回 実験③ 感覚記憶：実験計画の立案 
事前学習 

前回までの実験を踏まえ、実験のどこに注意を払

うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第１４回 実験③ 感覚記憶：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第１５回 実験③ 感覚記憶：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

第１６回 実験③ 感覚記憶：実験レポートの作成 
事前学習 科学レポートの書き方を復習する。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

第１７回 実験④ 学習転移：実験計画の立案 
事前学習 実験のどこに注意を払うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第１８回 実験④ 学習転移：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第１９回 実験④ 学習転移：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

第２０回 実験④ 学習転移：レポートの作成 
事前学習 科学レポートの書き方を復習する。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

第２１回 実験⑤ カテゴリ認知：実験計画の立案 
事前学習 

前回までの実験を踏まえ、実験のどこに注意を払

うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第２２回 実験⑤ カテゴリ認知：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第２３回 実験⑤ カテゴリ認知：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

第２４回 実験⑤ カテゴリ認知：実験レポートの作成 
事前学習 科学レポートの書き方を復習する。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

第２５回 実験⑥ 語の記銘：実験計画の立案 
事前学習 実験のどこに注意を払うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第２６回 実験⑥ 語の記銘：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第２７回 実験⑥ 語の記銘：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

第２８回 実験⑥ 語の記銘：実験レポートの作成 
事前学習 科学レポートの書き方を復習する。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

  



 

 

第２９回 自由実験：グループ発表（１） 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
発表で指摘された点をどのように修正するか、今
後の展望を考える。 

第３０回 自由実験：グループ発表（２） 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
発表で指摘された点をどのように修正するか、今
後の展望を考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学的支援法（心理療法）／心理療法概説 （2 単位） 

３．科目番号 

PSMP3353 

PSMP3382 

EDPS3308 ２．授業担当教員 中野 真也 

４．授業形態 講義、演習、討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

様々な心理療法の中から、クライエント中心療法、精神分析療法、行動療法、家族療法、芸術療法等の代表

的な心理療法を取り上げ、その理論の成り立ちの歴史から概要と意義を学び、それぞれの技法を体験的に
学習する。また、それぞれのアプローチにおける適応と限界についての理解を深めることで、クライエン
ト自身や問題に適した心理療法を学ぶ。プライバシーへの配慮を含めた心理療法における倫理を学ぶ。 

８．学習目標 

１．心理療法の諸理論・諸技法について、その背景となる考え方を理解し、それぞれの治療・援助の方法を

具体的に知ることで、その考え方や方法を日常生活に応用できるようになる。 

２．対人援助の場で、利用者の抱える問題に応じた心理的側面の援助方法を選ぶことができるようになる。 

３．訪問による支援や、地域支援の意義について理解している。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．講義ごとに、課題・学習レポートを作成する 

２．課題レポート（期末試験）を作成する 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】矢澤美香子（編） 『基礎から学ぶ心理療法』 ナカニシヤ出版、2018 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．毎回の授業に対して、学生自身の書いたものを通して、基本的事項の理解度を評価する。 

２．授業への参加度として、教員からの質問への応答の頻度と根拠を持った発言かどうかを評価する。 

３．課題レポート（または、期末試験）の文章が論理的であるかどうか、および基本的事項が盛り込まれて

いるかどうかを評価する。 

○評定の方法 

授業内の課題シート・学習ノート、授業態度・参加姿勢、課題レポート等を総合して評価する。 

１．授業内の課題シート・学習ノート 総合点の３０％ 

２．授業態度・参加姿勢       総合点の１０％ 

３．課題レポート(期末試験)     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

心理療法の理論は、その成り立ちや目的によって対象とするところが異なる一方で、共通する部分もあ

ります。本講義では、心理療法の代表的な基礎理論を取り上げ、その定義、歴史、病理論、アセスメント

論、治療論などについて学びます。さまざまな心理援助の考え方や方法を理解し、人の心の悩みへとアプ

ローチする手がかりを得られることが目的です。 

そのため、表面的ではなく、身になる知識になるよう積極的に講義に参加してください。また、講義や他の

人の迷惑になる行為、身勝手なふるまいはしないようにしてください。場合によっては厳しく指導するこ

ともあります。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：心理療法とはなにか 

事前学習 教科書 3～24 ページを読んでおく。 

事後学習 
「心理療法」「カウンセリング」「精神療法」な

どの用語の意味と違いについてまとめる。 

第２回 
クライエント中心療法と内的準拠枠を共感的に理解し

ようと努めること 

事前学習 教科書 29～41 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 29～41 ページをまとめる。 

第３回 精神分析的アプローチ（精神分析療法） 
事前学習 教科書 42～53 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 42～53 ページをまとめる。 

第４回 分析心理学、アドラー心理学 
事前学習 教科書 54～78 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 54～78 ページをまとめる。 

第５回 行動療法 
事前学習 教科書 79～92 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 79～92 ページをまとめる。 

第６回 認知療法 
事前学習 教科書 93～104 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 93～104 ページをまとめる。 

第７回 システミック・アプローチ（家族療法） 
事前学習 教科書 208～218 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 208～218 ページをまとめる。 

第８回 ナラティヴ・セラピー 
事前学習 教科書 197～207 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 197～207 ページをまとめる。 

第９回 グループアプローチ 
事前学習 教科書 242～266 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 242～266 ページをまとめる。 

第１０回 コミュニティ・アプローチ 
事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 配布資料をまとめる 

第１１回 非言語的アプローチ（遊戯療法、芸術療法など） 
事前学習 教科書 219～241 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 219～241 ページをまとめる。 

第１２回 ブリーフセラピー（解決志向アプローチなど） 
事前学習 教科書 186～196 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 186～196 ページをまとめる。 



 

 

第１３回 日本発祥の心理療法：動作法を中心に 
事前学習 教科書 163～174 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 163～174 ページをまとめる。 

第１４回 心理療法のまとめ 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第１５回 訪問による支援、地域支援、心理療法の倫理 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 
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１．科目名（単位数） 心理統計法 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP1120 

２．授業担当教員 河合 雅代 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「統計学」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

 心理学を修める上で、統計学の知識は、データを正しく扱い読み取るために必須の教養のひとつである。

本講義では、統計学に関する正しい知識を習得するとともに、データを収集し、分析し、結果を読み取る能

力を身につけることを目標とする。 

本講義は、「統計学」の講義に継続する内容として、実際にデータを収集し、統計ソフト(SPSS)を用いて、

「統計学」で習得した記述統計を実施するとともに、各種の統計的仮説検定の実際について学ぶ。 

８．学習目標 

代表的な統計処理について自ら統計ソフト(SPSS)を用いて実践することで、基本的なデータの扱いと読み

取り方法を習得する。具体的には、以下の４点を目標とする。 

１．研究目的に合わせたデータを収集し、統計処理を行うことができる。 

２．データに合った解析法を選択できる。 

３．選択した解析法を、統計ソフト（SPSS）を使って実施し、結果を読み取ることができる。 

４．解析結果をレポートとして記述する基本的な手順を理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎回、当該のテーマに関するワークシートに取り組み授業の最後にそれを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】山田剛史・村井潤一郎（著）『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房、2004。 

【参考書】岸学（著）『SPSSによるやさしい統計学 第 2版』オーム社、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準： 

①研究目的に合わせたデータを収集し、統計処理を行うことができるか 

②データに合った解析法を選択できるか 

③選択した解析法を、統計ソフト（SPSS）を使って実施し、結果を読み取ることができるか 

④解析結果をレポートとして記述する基本的な手順を理解し、説明することができるか 

○評定の方法： 

受講態度、演習への取り組み、期末レポートから総合的に評価する。 

授業への参加・受講態度：30% 

課題達成・レポート：40% 

小テスト：30% 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業に積極的に参加すること。 

２．正当な理由なく、遅刻、欠席、早退をしないこと。 

３．授業の妨害行為および他者への迷惑行為（私語、居眠り、携帯の使用、実習やディスカッションへの不

参加など）をしないこと。これらの不適切な行為がみられた場合は厳格に対処する。 

４．本科目は数学の授業であり、理解のためには一定以上の集中、努力、予習・復習などが求められます。

統計学について真に興味のある者、必要性がある者以外は受講しないでください。単なる単位取得のた

めの科目としては全くおすすめできません。 

５．本科目は事前学習、事後学習が特に重要になります。これらを行わないと、実質的に授業が成り立ちま

せん。 

13．オフィスアワー 簡単な質問であれば授業前後の時間に受け付ける。オフィスアワーについては最初のガイダンスで周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：オリエンテーション 

統計学とはなにかについて考える 

事前学習 統計学について調べてくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第２回 
SPSS について：データ入力と分析の方法、Excel との

データ互換について学ぶ 

事前学習 Excel の使い方をおさらいしてくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第３回 

心理学と統計学：心理学における統計学の位置づけ、活

用法などについて学ぶ 

データの要約（１）：データとは何かについて理解し、

さまざまな代表値について学ぶ 

事前学習 教科書 pp.8～33 を通読してくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第４回 
データの要約（２）：分散と標準偏差、偏差値、標準化

について学ぶ  

事前学習 教科書 pp.34～41 を通読してくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第５回 
正規分布の特徴とその利用： 正規分布とその利用につ

いて学ぶ 

事前学習 教科書 pp.80～89 を通読してくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第６回 統計的仮説検定：検定の意味と意義について学ぶ 
事前学習 教科書 pp.108～125 を通読してくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第７回 
関係の分析（１）－相関係数と無相関検定１：解析と読

み取りの基本手順－ 

事前学習 教科書 pp.44～59 を通読してくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

  



 

 

第８回 
関係の分析（２）－２×２のクロス集計表におけるφ係

数の算出とχ２検定－ 

事前学習 
教科書 pp.62～65、pp.134～141 を通読して

くる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第９回 
関係の分析（３）－２×３のクロス集計表における V

の算出とχ２検定後の残差分析－ 

事前学習 
教科書 pp.62～65、pp.134～141 を通読して

くる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第１０回 差の分析（１）：対応のないｔ検定 
事前学習 教科書 pp.144～149 を通読してくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第１１回 差の分析（２）：対応のあるｔ検定 
事前学習 教科書 pp.150～157 を通読してくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第１２回 
差の分析（３）：対応のない一元配置分散分析と多重比

較 

事前学習 教科書 pp.162～177 を通読してくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第１３回 
差の分析（４）：対応のない一元配置分散分析と多重比

較 

事前学習 教科書 pp.162～177 を通読してくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第１４回 
差の分析（５）：対応のある一元配置分散分析と多重比

較 

事前学習 教科書 pp.178～183 を通読してくる。 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第１５回 まとめ：各種の分析方法をおさらいする 

事前学習 これまでの分析方法をおさらいする。 

事後学習 
これまでの分析方法をおさらいし、まとめ

る。ワークシートの作成と提出 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理検査法 （4 単位） 

３．科目番号 EDPS3302 

２．授業担当教員 成本 忠正 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

臨床心理学において、必須の知識である必要な心理査定の技術の基礎を習得する。担当教員が選定した代
表的な心理検査について、1.理論的背景、2.実施方法、3.結果の整理方法、4.解釈方法、5.利用上の注意点、
6.適応範囲と限界 などを理解することを目的とする。心理検査法の基礎的な事項（理論や施行法）を身に
付けるために、演習を重視する。 
具体的には、 

1.担当箇所の心理検査をレジュメにまとめて、プレゼンテーションを行う。 
2.検査者・被検者体験、心理検査の事例等に関してグループディスカッションを行う。 
3.実施した心理検査に関して、レポートを提出する。 

といった方法で、各検査法の特徴と臨床現場での使用の仕方を体験的に学ぶ。 

また、時間がゆるせば、1.査定法の選び方、2.環境の整え方、3.結果の報告やフィードバックの仕方 な

どについても検討する。 

８．学習目標 
 心理査定法の中でも、特に心理検査法に焦点をあてる。演習を行うことによって心理査定の基礎的な技術

を身につけ、活用できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

代表的な心理検査について、基礎的な知識が身についていることを確認するためのレポート課題とリサーチ

発表を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
※必要に応じて、適宜資料を配布する。 
【参考書】 

松原達哉編『臨床心理アセスメント 新訂版』丸善出版、2013。 

松原達哉『第 4版心理テスト法入門』日本文化科学社、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ディスカッションに参加し、自分の意見を述べることができる。 

２．心理検査の概要について理解を深め、適切な発表ができる。 

３．心理検査について学んだことについて、明瞭かつ論理的な文章で説明ができる。 

○評定の方法 

受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢、心理検査に関する発表、課題レポート等を総合して

総合的に評価する。 

１．受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢  30％ 

２．心理検査に関する発表                30％ 

３．課題レポート                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

他の授業との関係で、重複して取り扱われる心理検査が出てくることが考えられるため、心理検査法で 
取り扱う心理検査の詳細については開講時に改めて周知する。 

心理検査の実習を通じて、自分自身を再発見することを期待している。 

13．オフィスアワー 授業 1回目に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 
心理アセスメントとは何か？ 

事前学習 心理アセスメントについて調べておく。 

事後学習 

心理アセスメントの目的について、グループデ

ィスカッションをした内容を整理してまとめ

る。 

第２回 
心理アセスメントにおける 
心理検査の役割 

事前学習 
心理アセスメントの 1 要素である検査につい
て考える。 

事後学習 心理検査の種類と役割について理解する。 

第３回 
知能とは何か？ 
知能という構成概念を理解する 

事前学習 「知能とは何か」について調べておく。 

事後学習 知能の定義および構造についてまとめる。 

第４回 
なぜ知能を検査するのか？ 
知能検査の歴史とその役割 

事前学習 
知能検査の歴史とその具体的な役割について
調べておく。 

事後学習 
知能検査の利用方法と有効性についてまとめ

る。 

第５回 
知能検査１ 
ビネー式知能検査 
その特徴と長所・短所 

事前学習 
ビネー式知能検査の特徴（精神年齢）とその長
所と短所を調べておく。 

事後学習 

ビネー式知能検査の目的について、グループデ

ィスカッションをした内容を整理してまとめ

る。 

第６回 
知能検査２ 
ウェクスラー式知能検査 
その特徴と長所・短所 

事前学習 
ウェクスラー式知能検査の特徴（知能指数）と
その長所と短所を調べておく。 

事後学習 

ウェクスラー式知能検査の目的について、グル

ープディスカッションをした内容を整理して

まとめる。 

  



 

 

第７回 
知能検査３ 
グッドイナフ知能検査 
その特徴と長所・短所 

事前学習 
グッドイナフ知能検査の特徴とその長所と短
所を調べておく。 

事後学習 

グッドイナフ知能検査の目的について、グルー

プディスカッションをした内容を整理してま

とめる。 

第８回 
知能についてのグループ発表準備 
リサーチ・テーマを決める 

事前学習 興味のある知能検査について調べておく。 

事後学習 
グループメンバーとリサーチ・テーマについて

考える。 

第９回 
発達障害児の認知機能 
何ができないのか？ 

事前学習 
発達障害児が抱える認知処理の困難さについ
て調べておく。 

事後学習 
発達障害児に利用する知能検査について理解

する。 

第１０回 
知能についてのグループ発表準備 
役割分担等を決める 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 グループメンバーで役割分担を考える。 

第１１回 
高齢者の認知機能 
何ができないのか？ 

事前学習 
高齢者が抱える認知処理の困難さについて理
解する。 

事後学習 高齢者に利用する知能検査について理解する。 

第１２回 
知能についてのグループ発表準備 
発表内容をまとめる 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 話し合った内容についてまとめる。 

第１３回 
気質・性格・人格とは何か？ 
それぞれの定義を理解する 

事前学習 
気質・性格・人格とは何か、について調べてお
く。 

事後学習 
特に、性格・人格の定義と捉え方について理解

する。 

第１４回 
グループ発表準備 
最終確認をする・報告書の提出 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 話し合った内容についてまとめる。 

第１５回 
グループ発表１ 
質問・講評を含む 

事前学習 発表の練習をしておく。 

事後学習 
他学生・教員のコメントを理解し、まとめてお

く。 

第１６回 
グループ発表２ 
質問・講評を含む 

事前学習 発表の練習をしておく。 

事後学習 
他学生・教員のコメントを理解し、まとめてお
く。 

第１７回 
なぜ性格・人格を検査するのか？ 
その歴史と役割 

事前学習 
性格・人格検査で何がわかるのかを調べてお
く。 

事後学習 
性格・人格検査の種類と有効性について理解す
る。 

第１８回 
性格・人格検査１ 
SCT検査 
その特徴と長所・短所 

事前学習 SCT検査の特徴、長所、短所を調べておく。 

事後学習 
SCT検査の目的について、グループディスカッ
ションをした内容を整理してまとめる。 

第１９回 
性格・人格検査２ 
TEG 東大式エゴグラム 
その特徴と長所・短所 

事前学習 
TEG東大式エゴグラムの特徴、長所、短所を調
べておく。 

事後学習 

TEG東大式エゴグラムの目的について、グルー
プディスカッションをした内容を整理してま
とめる。 

第２０回 
性格・人格検査３ 
P-F Study 
その特徴と長所・短所 

事前学習 P-F Studyの特徴、長所、短所を調べておく。 

事後学習 
P-F Studyの目的について、グループディスカ
ッションをした内容を整理してまとめる。 

第２１回 これまでのまとめ 

事前学習 これまでの心理検査についてまとめる。 

事後学習 
授業でのコメントとディスカッション内容を
まとめておく。 

第２２回 
性格についてのグループ発表準備 
リサーチ・テーマを決める 

事前学習 
興味のある性格・人格検査について調べてお
く。 

事後学習 
グループメンバーとリサーチテーマについて
考える。 

第２３回 
投影法の検査 
バウム・テストの紹介 

事前学習 
バウム・テストで何を測定できるかについて調
べておく。 

事後学習 自身についての測定結果について理解する。 

第２４回 
性格についてのグループ発表準備 
役割分担等を決める 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 グループメンバーで役割分担を考える。 

第２５回 
その他の検査 
対人関係を知る 

事前学習 対人認知を知る検査について調べておく。 

事後学習 対人認知の検査方法・測定結果を理解する。 

第２６回 
性格についてのグループ発表準備 
発表内容をまとめる 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 話し合った内容についてまとめる。 

第２７回 
その他の検査 
対人不安を知る 

事前学習 対人不安を知る検査について調べておく。 

事後学習 対人不安の検査方法・測定結果を理解する。 

第２８回 
グループ発表準備 
最終確認をする・報告書の提出 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 話し合った内容についてまとめる。 

第２９回 
グループ発表１ 
質問・講評を含む 

事前学習 発表の練習をしておく。 

事後学習 
他学生・教員のコメントを理解し、まとめてお
く。 



 

 

第３０回 
グループ発表２ 
質問・講評を含む 

事前学習 発表の練習をしておく。 

事後学習 
他学生・教員のコメントを理解し、まとめてお
く。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1141 

２．授業担当教員 佐々木 達行 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、保育者・指導者として子ど
もの造形活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現することの喜びを体験する。 
２．様々な作品に触れ、子どもたちの生き生きとした表現に共感できる感性を養う。 

３．子どもの発達段階における造形の特質を理解し、場面に応じた援助の在り方について学ぶ。 
４．素材体験や題材研究を行い、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．子どもが自発的に造形活動を楽しむような場づくりについて、保育者・指導者の立場から考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○ 予め教科書を読むなど、講義内容を予習し、内容について問いを持ったり、質問ができるようにしたり

して授業に臨むようにする。 

○ 毎回の講義内容の記録、実技、演習作品等を記録してファイル（A４）にまとめ、ポートフォリオとして

提出する。 

〇 学習の成果を課題レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

佐々木達行『造形教育における授業の課題・目標と評価』開隆堂出版。 

【参考書】 

特になし。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。（学習目標 1・2） 

2．子どもの造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。（学習目標 3・4） 

3．子どもの造形活動を支える上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

講義内容は皆さんが目指している教師としての専門性を高めるためのものである。講義に出席した皆さん

は、お客さんではない。講義内容を予習しておき、分からないことがあれば質問したり、自分の考えを述べ

たりするなど自主的、積極的に関わり、理解を深めていくこと。講義内容について質問をすることは決して

恥ずかしいことではない。むしろ、質問ができるということは、自分が分かっていない部分に気づいている

ことで、優秀であり、大きく成長する可能性を持っているということである。講義は、知識や技術を与えて

もらうだけのものではなく、自分で勝ち取るものである。それは自分に自信が持てるようになること、教師

としての誇りを培っていくことにつながっていくはずである。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 授業の受け方、

内容、方法、準備等について 

事前学習 教科書を通読しておく 

事後学習 記録帳、材料、用具、ファイル等の準備、確認する。 

第２回 
造形教育の表現・鑑賞内容の意味（講

義理論） 

事前学習 
教科書 pp.81～89 を読んで、「表現・鑑賞内容」とは何か、分か

らないところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 
授業の記録を整理し、ファイルしておく。また、造形表現・鑑賞

内容について、他に説明できるようにしておく。 

第３回 
造形表現の意味と子どもの絵画表現

様式について（鑑賞演習） 

事前学習 
「絵画様式」「幼児、児童の表現様式」とは何か、文言の意味を

調べておく。 

事後学習 

授業の記録を整理し、ファイルしておく。また、子どもの表現様

式とその表現意味をまとめておくとともに、他に説明できるよう

にしておく。 

第４回 
子どもの表現様式に対応した、絵画表

現１ スクリブル（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。子どもの表現様式とその表現意味

のまとめを確認しておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。 

また、子どもが表現する意味を再考しておく。 

第５回 
子どもの表現様式に対応した、絵画表

現２ 図式的表現様式（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。子どもの表現様式とその表現意味

のまとめを確認しておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。 

また、子どもが表現する意味を再考しておく 



 

 

第６回 
造形教育における表現活動の意味と

方法（講義理論） 

事前学習 
教科書 pp.89～96 を読んで、「授業デザイン」の意味と方法とは

何か、分からないところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 
授業の記録を整理し、ファイルしておく。また、「授業デザイン」

の意味について、他に説明できるようにしておく。 

第７回 
自分マークの作成と造形発想の方法

（表現演習） 

事前学習 

教科書 pp.74～80 を読んで、「造形的なものの見方や考え方（発

想・構想、・・）とはどの様なことか、分からないところがあれ

ば、質問できるようしておく。材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ 

事後学習 

授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

作成した自分マークを使った発想方法の考え方について確認し

ておく。 

第８回 
造形表現とコミュニケーション（表現

演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。造形表現におけるコミュニケーシ

ョンとはどの様なことか、考えておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

造形表現とコミュニケーションの関係を確認しておく。 

第９回 
色、形、材質の表情と造形発想（表現

演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。造形表現としての「色」、「形」、「材

質」について考え、線を使った形を様々に描いてみる。 

事後学習 

授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

「色」、「形」、「材質の違い」を使った発想方法の考え方について

確認しておく。 

第１０回 
「形、線、色、材質の表情と造形発想」

の表現活動（授業演習） 

事前学習 

教科書 pp.115～118 を読んで、「形、線、色、材質からの造形発

想」を題材とした「授業デザイン」はどの様なものか、分からな

いところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 

授業の記録、作成した「表現活動」を整理し、ファイルしておく。

また、作成した「授業デザイン分析表」について、その方法を確

認しておく。 

第１１回 
表現様式と方法①・具象的な表現と色

彩（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。「フォビズム」の意味や考え方を調

べ、造形教育との関連を考えておく。 

事後学習 

授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

フォビズム的表現における発想方法、及び考え方と造形教育との

関係について確認しておく。 

第１２回 
表現様式と方法②・抽象的な表現と色

彩（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。抽象的な表現とはどの様なものか、

その内容や方法について調べ、確認しておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

抽象的表現における発想方法の考え方について確認しておく。 

第１３回 
表現様式と方法③・コラージュと抽象

表現（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。コラージュによる表現とはどの様

なものか、その内容や方法について調べ、確認しておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

コラージュによる抽象的表現の考え方について確認しておく。 

第１４回 
「抽象的な表現と造形発想」の授業デ

ザイン（授業デザイン演習） 

事前学習 

教科書 pp.119～122を読んで、「抽象的な色と形からの造形発想」

を題材として「授業デザイン」すると、どの様になるか、分から

ないところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 

授業の記録、作成した「授業デザイン分析表」を整理し、ファイ

ルしておく。また、作成した「授業デザイン分析表」について、

その授業デザイン方法を確認しておく。 

第１５回 
授業のまとめと課題レポートについ

て 

事前学習 
作成したポートフォリオを確認し、授業の内容や課題を捉えなお

しておく。 

事後学習 課題レポートの作成 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ（幼） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1141 

２．授業担当教員 武本 大志 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、保育者・指導者として子ど
もの造形活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現することの喜びを体験する。 
２．様々な作品に触れ、子どもたちの生き生きとした表現に共感できる感性を養う。 

３．子どもの発達段階における造形の特質を理解し、場面に応じた援助の在り方について学ぶ。 
４．素材体験や題材研究を行い、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．子どもが自発的に造形活動を楽しむような場づくりについて、保育者・指導者の立場から考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ⅰ．毎時の授業において制作する作品を提出課題とする。 

ⅱ．制作・鑑賞に関わるレポートの作成と発表を行う。 

ⅲ．自己の振り返りとして、授業における取り組みをスケッチブックにまとめることを課題とする。 

以上、詳細についてはオリエンテーションの際に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】【参考書】 
授業の進行に伴い適宜資料を配布する。その他、必要に応じて参考となる図書を授業時に紹介する。 
【教材】 

制作道具・材料についてはオリエンテーション時に指示する。各自忘れずに準備をして授業に臨むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。（学習目標 1・2） 

2．子どもの造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。（学習目標 3・4） 

3．子どもの造形活動を支える上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

①指導者の資格を得るという自覚を持ち、積極的に授業に参加すること。 

②実技を主とした授業展開のため欠席すると授業についてこられない可能性があります。やむを得ない理由

がない限り休まないこと。 

③使用する道具や自分の作品を大切にすること。 

④多くの体験を積み、広い視野を持つこと。 

以上のことを意識し、自身のために有意義な時間にしてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等（研究室の前に時間割表を掲示） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

授業に関する諸注意 

造形表現の構造・発想について 

事前学習 

中学校・高等学校において使用していた美術

の教科書を見返し、好きな作家・作品につい

て調べる。その際に、作品を好きだと感じる

理由についても考える。 

事後学習 

造形発想に関するグループでの制作活動を

振り返り、考えたこと感じたことを配布プリ

ントにまとめる。 

第２回 
◇ 色彩の基礎 

色のイメージと組み合わせについて 

事前学習 

これまでの描画経験を振り返り、自分の表現

と色について考える。「色の特徴」について

考え、表現するための工夫を書き出す。 

事後学習 

学んだ色の構造について振り返り、各色のイ

メージとその組み合わせからできた作品を

スケッチブックにまとめる。 

第３回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅰ 

（デカルコマニー・フィンガーペインティング） 

事前学習 

絵の具を用いた制作活動の経験を振り返り、

印象深かった作品を書き出す。作品制作に向

けて、自分らしい色彩について考え、構想を

まとめる。 

事後学習 

デカルコマニーとフィンガーペインティン

グによる制作活動を振り返り、同様の技法が

用いられた美術作品について調べる。 



 

 

第４回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅱ 

（にじみ絵・バチック） 

事前学習 

クレヨンを用いた制作活動の経験を振り返

り、印象深かった作品を書き出す。作品制作

に向けて、クレヨンで簡潔に輪郭を描くこと

ができるようなモチーフの資料を収集する。 

事後学習 

にじみ絵とバチックによる制作活動を振り

返り、同様の技法が用いられた絵本作品につ

いて調べる。 

第５回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅲ 

（スクラッチ・スパッタリング） 

事前学習 

筆を用いない描画の経験を振り返り、活動の

内容を書き出す。作品制作に向けて、幻想的

な表現による画面をイメージし、構想を練

る。 

事後学習 

スクラッチとスパッタリングによる制作活

動を振り返り、技法と表現の関係について考

える。作品をスケッチブックにまとめる。 

第６回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅳ 

（ドリッピング・スタンピング） 

事前学習 

筆を用いない描画の特性について考える。作

品制作に向けて、身の回りにある自然物の有

機的な形態に着目し、構想を練る。 

事後学習 

ドリッピングとスタンピングによる制作活

動を振り返り、子どもの造形活動における見

立ての重要性について考えたこと・感じたこ

とをプリントにまとめる。作品をスケッチブ

ックにまとめる。 

第７回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅴ 

（フロッタージュ・コラージュ） 

事前学習 

フロッタージュとコラージュという技法に

ついて調べ、作品の構想を練りながら、制作

に使用できそうな材料を収集する。 

事後学習 

フロッタージュとコラージュによる制作活

動を振り返り、同様の技法が用いられた絵本

作品について調べる。作品をスケッチブック

にまとめる。 

第８回 
◇ 紙工作 Ⅰ 

折り紙・色画用紙を用いた壁面装飾の基礎 

事前学習 
保育現場における壁面装飾について調査し、

季節ごとの実例をスケッチする。 

事後学習 

切り紙の折り方について復習する。10折り・

12 折り用のオリジナル型紙のアイデアを描

き出し、出来上がりのイメージとともに記録

する。作品をスケッチブックにまとめる。 

第９回 
◇ 紙工作 Ⅱ 

紙の折り目を利用した立体表現 

事前学習 

A4 ケント紙を用いてバースデーカードを制

作する時、どのような工夫ができるか考え、

アイデアを書き出す。 

事後学習 

ポップアップカードの制作活動を振り返り、

実際に制作した作品以外に、どのような形で

応用できるかを考え、アイデアを書き留め

る。作品をスケッチブックにまとめる。 

第１０回 
◇ 素材についての研究  

触感を刺激する造形素材の展開 

事前学習 

スライムを作るにあたって、その方法や材料

について調べる。また、実際に作るにあたっ

ての安全面の考慮や制作方法についてまと

める。 

事後学習 

触感を刺激する教材の活用方法や意義につ

いて振り返りシートにまとめる。プリントに

まとめる。作品をスケッチブックにまとめ

る。 

第１１回 
◇ 表現への寄り添い 

子どもの描く絵から感じとれること 

事前学習 
保育現場や子どもの絵が飾られる場に着目

し、子どもの描く絵について調査する。 

事後学習 

子どもの描画表現の特性と発達についてプ

リントにまとめる。実際に展示されている現

場において子どもの絵を鑑賞する。 

第１２回 
◇ ダンボールハウスの制作 Ⅰ 

制作の準備・構想と下描き 

事前学習 
ダンボールでの造形遊びにどのようなもの

があるか調べて、制作のイメージを広げる。 

事後学習 
実際に制作する造形物についての制作方法

やデザイン案をスケッチブックにまとめる。 

第１３回 
◇ ダンボールハウスの制作 Ⅱ 

技法の工夫・彩色・組み立て 

事前学習 
制作する題材をグループで話し合い、必要な

材料や資料を各グループで用意しておく。 

事後学習 
完成に向けて改善点や手順などをスケッチ

ブックにまとめる。 



 

 

第１４回 
◇ ダンボールハウスの制作 Ⅲ 

仕上げと発表準備 

事前学習 
現場における実践の事例を調べ、完成のイメ

ージを明確にする。 

事後学習 

グループでの制作活動を振り返り、個人制作

との違いについて考え、プリントにまとめ

る。 

第１５回 
◇ ダンボールハウスの制作 Ⅳ 

発表と講評、制作のまとめ 

事前学習 

作品発表に向けての準備をする。グループ内

で制作のポイントについてまとめて発表に

備える。 

事後学習 

図画工作Ⅰでの自身の制作活動を振り返り

ながら、自分の造形表現の個性について考え

る。スケッチブック提出に向けて、作品やプ

リントをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ／図画工作Ⅰ（保育士）（2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2421 

SCOT2421 

SJMP1141 ２．授業担当教員 薬本 武則 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、保育者・指導者として子ど
もの造形活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現することの喜びを体験する。 
２．様々な作品に触れ、子どもたちの生き生きとした表現に共感できる感性を養う。 

３．子どもの発達段階における造形の特質を理解し、場面に応じた援助の在り方について学ぶ。 
４．素材体験や題材研究を行い、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．子どもが自発的に造形活動を楽しむような場づくりについて、保育者・指導者の立場から考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容、作品・制作過程を毎回ポートフォリオにまとめる。詳細はオリエンテーションで説明する。 

２.「保育所保育指針解説書」の「表現」についてのレポート作成をする。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】薬本武則著『美術原理』K’s工房出版。 

【教科書】内閣府、文部科学省、厚生労働省編『幼保連携型認定こども園 教育・保育要領解説』フレーベル

社、2018。 

【教材】画材（スケッチブック《F6》、水彩道具一式、クレヨン《16色》、教育用折り紙(色紙)、糊、粘土な

ど）の準備。授業ごと事前に通知。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。（学習目標 1・2） 

2．子どもの造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。（学習目標 3・4） 

3．子どもの造形活動を支える上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

乳児・幼児・児童期は、絵を描いたりものを作ったりする造形活動が非常に活発で、意欲的です。幼児・

児童に喜びと自信をもたせながら、心身の成長発達に沿った造形活動を援助できるような保育者・教諭をめ

ざしましょう。そのためには、学生自身がより豊かな感性と多種多様な造形活動を体験することが大切です。

授業では幼児・児童造形教育のための基礎・基本を学び、幼児の目線で遊びにつながる演習をします。学生

自身、造形教育活動に興味と関心をもって授業に臨みましょう。 

【注意事項】 

・汚れてもよい服装で出席すること。 

・授業の事後学習として毎回「ポートフォリオに記録する」ことに慣れましょう。授業内容、制作過程（写

真、コメント）を保存、記録する作業は煩雑ですが、自分の成長の証し・作品集の記録になります。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

・授業計画と評価など、 

・ポートフォリオ作成の手順など 

事前学習 シラバス「図画工作Ⅰ」を一読する。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第２回 
理論 

図画工作の教育意識について、美術原理から学ぶ。 

事前学習 「美術原理」を読む。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第３回 
理論  

図画工作の表現･鑑賞方法について、美術原理から学ぶ。 

事前学習 「美術原理」を熟読する。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第４回 

乳児・幼児・児童期の表現発達について学ぶ 

「幼保連携型認定こども園 教育・保育要領解説」を用

いて 

事前学習 
「幼保連携型認定こども園 教育・保育要領

解説」を読む。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第５回 乳児・幼児・児童期の表現についてのレポート作成 

事前学習 レポートの構想を練る。 

事後学習 
「表現」についてのレポートをポートフォリ

オに記録する。 

第６回 
ひっかき絵 

（スケッチブック F6、クレヨン、針金など 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第７回 
型押し版画 

（スケッチブック、水彩道具一式、枯葉など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 



 

 

第８回 
吹き散らし絵 

（スケッチブック、水彩道具一式、ストローなど） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第９回 
はじき絵 

（スケッチブック、クレヨン、水彩道具一式など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１０回 
折り紙① 顔を作る 

（スケッチブック、折り紙、はさみ、糊など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１１回 
折り紙② 花を作る 

（スケッチブック、折り紙、はさみ、糊など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１２回 

立体作品① お面を作る 

（スケッチブック、色鉛筆、折り紙、糊、ハサミな

ど） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１３回 

立体作品② パタパタ鳥など 

（スケッチブック、クレヨン、色鉛筆、水彩道具一

式、折り紙、糊、ハサミなど） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１４回 粘土制作 十二支を作る（粘土、粘土板、ヘラなど） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１５回 まとめ 発表と講評及び鑑賞 

事前学習 
作品発表に向けての準備をする。また、鑑賞

に対する批評を整理しておく。 

事後学習 

他の学生の発表を観察吸収し、良い点を学

び、コメント等をポートフォリオに記録す

る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2304 

２．授業担当教員 武本 大志 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、指導者として造形教育の実践の場に通用
する幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、自己の表現を探

求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支えるために必要
な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ⅰ．毎時の実習において制作する作品を提出課題とする。 

ⅱ．制作・鑑賞に関わるレポートの作成と発表を行う。 

ⅲ．自己の振り返りとして、授業における取り組みをスケッチブックにまとめることを課題とする。 

以上、詳細についてはオリエンテーションの際に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】【参考書】 

授業の進行に伴い適宜資料を配布する。その他、必要に応じて参考となる図書を授業時に紹介する。 

【教材】 

制作道具・材料についてはオリエンテーション時に指示する。各自忘れずに準備をして授業に臨むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。 

3．児童の豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

①指導者の資格を得るという自覚を持ち、積極的に授業に参加すること。 

②実技を主とした授業展開のため欠席すると授業についてこられない可能性があります。やむを得ない理由

がない限り休まないこと。 

③使用する道具や自分の作品を大切にすること。 

④多くの体験を積み、広い視野を持つこと。 

以上のことを意識し、自身のために有意義な時間にしてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等（研究室の前に時間割表を掲示） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

授業に関する諸注意 

子どもの造形表現への理解について 

事前学習 

絵画表現や紙工作など、図画工作Ⅰでの造形

活動を振り返り、その達成度を考えるととも

に図画工作Ⅱにおける自分自身の目標を設

定する。 

事後学習 
子どもの描いた絵画に関して、ディスカッシ

ョンの前後における自身の考えをまとめる。 

第２回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅰ 

技法の復習と自己課題の設定 

事前学習 

図画工作Ⅰにおいて習得した絵画技法（デカ

ルコマニー・フィンガーペインティング・に

じみ絵・バチック・スクラッチ・スパッタリ

ング・ドリッピング・スタンピング・フロッ

タージュ・コラージュ等）の復習をする。 

事後学習 

自身で題材を設定する自己課題について、制

作の道筋を明確にし、構想をまとめる。作品

をスケッチブックにまとめる。 

第３回 
◇ 型抜き版画による表現 Ⅰ  

構想・下描き・型紙の制作 

事前学習 

型抜き版画による作品制作に向けて、モチー

フとなる動植物に関する資料を収集する。そ

の上でアイデアデッサンを描く。 

事後学習 

型抜き版画の特徴をプリントにまとめ、モチ

ーフのデフォルメについて考えをまとめる。

作品をスケッチブックにまとめる。 

  



 

 

第４回 
◇ 型抜き版画による表現 Ⅱ  

スクリーン印刷・作品の相互鑑賞 

事前学習 
スクリーン印刷に向けて、構図や色構成につ

いてイメージをかためる。 

事後学習 

型抜き版画による制作活動を振り返り、自己

評価をまとめる。また、シルクスクリーンな

ど、関連する版画技法について調べる。作品

をスケッチブックにまとめる。 

第５回 
◇ 張り子による造形 Ⅰ  

作品構想・張り子制作 

事前学習 

張り子技法の制作の実例を調べる。風船や空

き容器を心材とした張り子制作に向けて、モ

チーフに関する資料と材料を収集する。 

事後学習 

張り子技法による制作活動を振り返り、風船

を心材とした場合の展開を考える。作品をス

ケッチブックにまとめる。 

第６回 
◇ 張り子による造形 Ⅱ  

着彩と組み立て・作品の相互鑑賞 

事前学習 

前回制作した作品について、装飾するために

必要な資料を収集する。作品を相互に鑑賞す

るにあたって、コンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第７回 
◇ 素材加工によるキーホルダー制作 Ⅰ  

作品構想・アイデアスケッチ 

事前学習 

造形表現に用いられる素材の種類を挙げ、そ

れぞれの素材に対するイメージをまとめる。

キーホルダー制作に向けて、モチーフに関す

る資料を収集する。 

事後学習 
制作活動を振り返り、作品コンセプトを確認

する。制作過程を作品ファイルをまとめる。 

第８回 
◇ 素材加工によるキーホルダー制作 Ⅱ  

電動糸鋸による金属板の切り抜き 

事前学習 

電動糸鋸を始めとした図画工作に使用され

る道具について、これまでの使用経験を振り

返り、適切な用具の管理と使用について考え

る。 

事後学習 

制作活動を振り返り、電動糸鋸と手動糸鋸の

使用感の違いについてプリントにまとめる。

同様に、制作の体験から、ものつくりにおけ

る手仕事の価値についても感じたこと・考え

たことを記す。 

第９回 
◇ 素材加工によるキーホルダー制作 Ⅲ  

作品研磨・仕上げ・作品相互鑑賞 

事前学習 

作品を研磨し、仕上げていくイメージを持

つ。作品のプレゼンテーションに向けてコン

セプトをまとめる。 

事後学習 

「研磨」について学んだことをプリントにま

とめ、活動自体が持つ意義についても考え

る。相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った

作品やプレゼンテーションについて良かっ

た点をまとめながら、考えたこと・感じたこ

とをプリントに記す。作品ファイルをまとめ

る。 

第１０回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅱ  

色・形・触感について・自己課題の制作 

事前学習 

それぞれの制作計画に従って、必要となる材

料を収集する。まとめた構想についてアイデ

アスケッチを描く。 

事後学習 

制作活動を振り返り、自身の作品における色

や形、触感といった造形要素について考え

る。作品をスケッチブックにまとめる。 

第１１回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅲ  

自己課題の制作・作品の相互鑑賞 

事前学習 

自己課題について、仕上げていくイメージを

持つ。作品のプレゼンテーションに向けてコ

ンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第１２回 
◇ じゃばら絵本制作 Ⅰ  

作品構想・構造の試作・アイデアデッサン 

事前学習 

オリジナルの絵本制作に向けて、課題（あら

すじ制作）を行う。キャラクターの構想を練

り、モチーフに関する資料を収集する。 

事後学習 

じゃばら絵本の基本的構造を復習し、各ペー

ジにおけるラフデッサンの制作を進める。作

品ファイルをまとめる。 

第１３回 ◇ じゃばら絵本制作 Ⅱ 事前学習 各ページのラフデッサンをもとに、表現に適



 

 

ページの作成・内容を描く した技法について考え、制作に必要となる材

料を用意する。 

事後学習 
作家「レオ・レオニ」に関するプリントをま

とめる。 

第１４回 
◇ じゃばら絵本制作 Ⅲ 

表紙の作成・組み立て 

事前学習 

じゃばら絵本の作品制作に関して、表紙の色

合いやタイトルのフォントなどのイメージ

を持ち、全体像の構想をまとめる。 

事後学習 

『えほん 子どものための 500冊』を参考に、

興味を持った作家・作品について調べ、プリ

ントにまとめる。 

第１５回 
◇ じゃばら絵本制作 Ⅳ 

まとめ・作品発表と講評 

事前学習 

作品のプレゼンテーションに向けてコンセ

プトをまとめる。自身の絵本作品を簡潔に伝

えるためのキャッチフレーズを考える。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。図画工作Ⅱの制作活動を振

り返り、ファイル提出に向けて作品とプリン

トをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDEL2304 

EDEL1306 
２．授業担当教員 片岡 浩 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、指導者として造形教育の実践の場に通用
する幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、自己の表現を探

求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支えるために必要
な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．課題作品提出 
２．プレゼンテーションおよび資料（写真）の提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しない 
【参考書】『カラーコーディネーター入門 色彩』日本色研事業株式会社。 
適宜資料を配布します。作品制作のための道具、材料は事前に指示しますので各自で用意してください。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。 

3．児童の豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．ものづくりや表現を「楽しみ、身につける」体験をしてください。 
２．指示されたノルマやプログラムをただこなすのではなく、「失敗しても構わないので」自分の興味関心を

大切にし、自ら考え工夫し判断しながら自由な心で取り組む習慣を身に付けていってください。 
※授業日程は実習の進行状況によって調整する場合があります。 

13．オフィスアワー ※ 現在、時間割曜日未定  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業内容、目的、評価、用意する
ものなど） 
【必要な道具】必要な道具は前週に指示する 
【学習の取り組みについて】  

事前学習 
美術・芸術作品に親しむ為、NHK日曜美術館な
どメディアを通した美術・芸術鑑賞を行う。 

事後学習 
過去の作品制作体験を振り返り、図画工作で
やってみたいことのイメージを膨らませｱｲﾃﾞ
ｱをクロッキー帳に描きとめておく。 

第２回 

写真撮影（顔名簿）をおこなう    
五感を働かせながら素材の特性を活かした表現① 

 
「にぼし」をつくろう                                
【必要な道具】絵具、カッター 

事前学習 
好きなもの・興味のあるものの特徴を観察し、
クロッキー帳に描く（書くのではなく描く）。 

事後学習 

①ネガ・ポジ視点でモチーフを観察して描く。 
②「マーブリング」「ブラッシング」「フロッ
タージュ」「デカルコマニー」「ステンシル」
など関連した技法について調べ比較しまと
める。 

第３回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現② 
a.絵の具と水と紙の特性を活かし、見えた色を表現する               
b. 絵の具と水と紙の特性を活かし、匂いを色で表現す

る 
【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 

五感をとおした実体験において、今までで印

象に残っていることをクロッキー帳に絵や文
章等で自由に表現する。 

事後学習 
様々なモチーフを授業と同様に、五感で体験
し、クロッキー帳に自由に表現し描く。 

第４回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現③ 
触覚のみで立体表現を試みる 

【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 
五感で感じ経験した様々な情報を「色」を使

ってクロッキー帳に自由に表現する。 

事後学習 

①スクラッチ技法について調べる。 
②異なるモチーフを用いて授業と同様の表現
に取り組み、課題の技法と表現について理
解する。 

  



 

 

第５回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現④ 

ダンボール造形 
ダンボールの特性を活かした造形 

 曲げる、切る、折る、破る、はぐ、組み合わせる、等 

 マスキングテープで組み立て 
 
【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 
「ルビンの壺」や白抜き描法でモチーフを意
識的に観察する。 

事後学習 

「作品」に対する意識を高め、造詣を深め、
興味・関心・創作意欲を養う為に、ジュンク
堂や図書館などで美術・芸術の情報に触れた
り、銀座のギャラリー巡りを体験する（研究
室前に展覧会情報が掲示してあります※ギ
ャラリーは基本的には入場無料ですのでマ
ナーを守って鑑賞しましょう）。 

第６回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現⑤ 
ダンボール造形 
スポンジによる着色 

 
【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 
各自で画材と紙の関係性を探りながら表現
の可能性を探る。 

事後学習 
表現活動におけるコンセプトやテーマの意
味合いを探り、各自でまとめる。 

第７回 

『伝承的物語～語り継がれてきたものがたり』の場面を 
つくる① 
ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞとﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの学習 
a.グループ分け（4名づつ） 
b.グループ Aは「昔話、童話」などを題材にして他グ
ループへの制作指示依頼書を作成する（課題づく
り） 

c.グループ A（2名）はグループ B（2名） 
に対し、課題のプレゼンテーションおよび質疑応
答を行う。グループ B（残り 2名）はグループ A（残
り 2名）へ課題プレゼンおよび質疑応答を同様に
行う。 

絵具、段ボール、色紙など自由に使用する 

事前学習 

①ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞについて調べ、授業において
活用すること。 

②「出来ないかもしれない」「こんなこと言
っていいのか」などの否定的思考を排除し
た、自由で楽しい発想力を身に付け養うた
めに、個人やグループでﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞやﾌﾟ
ﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの学習に積極的に取り組むこ
と。 

事後学習 

（授業の続き） 
④各グループは与えられた課題を自分たち
の解釈を加え、アレンジして制作に取り組
む（作品の題名、登場人物、キャラクター
設定、場面状況設定、小道具、表現方法、
工夫点など）。 

⑤グループごとに、斬新かつ独創的な様々な
アイデアや意見交換を記録し、それを元に
さらに新しい発想、新たなアイデアを創出
していく。 

第８回 
『伝承的物語～語り継がれてきたものがたり』の場面を 
つくる② 
登場人物・アイテムの設定・白抜きデザイン 

事前学習 
①完成までの作業工程計画を具体帝にイメ

ージし表にする。 

事後学習 

①「白抜きデザイン」に取り組む。 
②ﾈｶﾞﾎﾟｼﾞ・白抜きﾃﾞｻﾞｲﾝにグループで取り
組む。 

③道具の扱い方を知り体験的に身に付ける。 

第９回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる③ 
電鋸ノコの使用方法の確認 
動線の確保の説明 
電ノコ・糸鋸による制作１ 
板取り 
 
【安全への注意と配慮】 

事前学習 
動線確保・安全作業について、機械工具の特
性と使用法についての認識力を養う。 

事後学習 
実習を通して安全確保のための身だしなみ
への配慮と動作についての意識を養うこと。 

第１０回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる④ 
電鋸による制作２ 
ペーパーやすりの扱いについて 

  #120でカット面やすりと面取り 
#400で磨き仕上げ 

【板・ペーパーやすり#120・#400】 
【安全への注意と配慮】 

事前学習 

班ごとにホームセンター等で必要な道具を
購入すること。 

【必要な道具】 
木工用ペーパーやすり＃120、＃400  

事後学習 

①技能とコツについて深く考察・分析し、身
につけるように取り組むこと。 
②実習において気が付いたこと、工夫したこ
と、上手くいかなかったことがあればその原
因を分析し記録し次回にいかすこと。 

第１１回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる⑤ 
ペーパーやすり仕上げ 
人形・小道具仕上げ 
色彩計画・着色・仕上げ 

事前学習 

道具・材料の準備 
素材の特性を活かす仕上げ法と表現につい
て考察する。 
【必要な道具】絵具 

事後学習 デザイン・色彩計画に取り組む。 

第１２回 
『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる⑥ 
 人形・小道具仕上げ 
色彩計画・着色・仕上げ   

事前学習 デザイン・色彩計画に取り組む。 

事後学習 話合いながら舞台のデザインに取り組む。 

第１３回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる⑦ 
 
ダンボールを使って舞台をつくる 
 
【50cm×50cmダンボール 2枚、A3用紙 2枚】 

事前学習 舞台のデザインに取り組む。 

事後学習 台本作成と役割分担に取り組む。 

第１４回 
『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる⑧ 
 
台本作成と練習 

事前学習 台本作成と役割分担に取り組み練習を行う。 

事後学習 舞台上演打ち合わせと練習に取り組む。 

第１５回 

【表現と鑑賞の時間～上演！会～】 
 
各グループごとに発表 
1班ごとに準備&上演で 15分 
各班は「まとめﾚﾎﾟｰﾄ」を提出する 

事前学習 グループごとに発表を行う為の準備。 

事後学習 

①作業全体の流れと各工程ごとに配慮すべ
きポイント、改善・改良点をまとめる。 

②美術・芸術・造形に関する造詣を深める為
に国立新美術館、東京藝術大学大学美術館
などで興味のある展覧会を鑑賞する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ／図画工作Ⅱ（幼）／図画工作Ⅱ（保育士）（2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2522 

SCOT2522 

SJMP2141 ２．授業担当教員 武本 大志 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、保育者・指導者として保育実践の場に還
元することのできる幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、

自己の表現を探求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支
えるために必要な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ⅰ．毎時の実習において制作する作品を提出課題とする。 

ⅱ．制作・鑑賞に関わるレポートの作成と発表を行う。 

ⅲ．自己の振り返りとして、授業における取り組みをスケッチブックにまとめることを課題とする。 

以上、詳細についてはオリエンテーションの際に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】【参考書】 

授業の進行に伴い適宜資料を配布する。その他、必要に応じて参考となる図書を授業時に紹介する。 

【教材】 

制作道具・材料についてはオリエンテーション時に指示する。各自忘れずに準備をして授業に臨むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。（学習目標 1・

3） 

2．子どもの造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。（学習目標 2・4） 

3．子どもの豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

①指導者の資格を得るという自覚を持ち、積極的に授業に参加すること。 

②実技を主とした授業展開のため欠席すると授業についてこられない可能性があります。やむを得ない理由

がない限り休まないこと。 

③使用する道具や自分の作品を大切にすること。 

④多くの体験を積み、広い視野を持つこと。 

以上のことを意識し、自身のために有意義な時間にしてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等（研究室の前に時間割表を掲示） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

授業に関する諸注意 

子どもの造形表現への理解について 

事前学習 

絵画表現や紙工作など、図画工作Ⅰでの造形

活動を振り返り、その達成度を考えるととも

に図画工作Ⅱにおける自分自身の目標を設

定する。 

事後学習 
子どもの描いた絵画に関して、ディスカッシ

ョンの前後における自身の考えをまとめる。 

第２回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅰ 

技法の復習と自己課題の設定 

事前学習 

図画工作Ⅰにおいて習得した絵画技法（デカ

ルコマニー・フィンガーペインティング・に

じみ絵・バチック・スクラッチ・スパッタリ

ング・ドリッピング・スタンピング・フロッ

タージュ・コラージュ等）の復習をする。 

事後学習 

自身で題材を設定する自己課題について、制

作の道筋を明確にし、構想をまとめる。作品

をスケッチブックにまとめる。 

第３回 
◇ 型抜き版画による表現 Ⅰ  

構想・下描き・型紙の制作 

事前学習 

型抜き版画による作品制作に向けて、モチー

フとなる動植物に関する資料を収集する。そ

の上でアイデアデッサンを描く。 

事後学習 

型抜き版画の特徴をプリントにまとめ、モチ

ーフのデフォルメについて考えをまとめる。

作品をスケッチブックにまとめる。 



 

 

第４回 
◇ 型抜き版画による表現 Ⅱ  

スクリーン印刷・作品の相互鑑賞 

事前学習 
スクリーン印刷に向けて、構図や色構成につ

いてイメージをかためる。 

事後学習 

型抜き版画による制作活動を振り返り、自己

評価をまとめる。また、シルクスクリーンな

ど、関連する版画技法について調べる。作品

をスケッチブックにまとめる。 

第５回 
◇ 張り子による造形 Ⅰ  

作品構想・張り子制作 

事前学習 

張り子技法の制作の実例を調べる。風船や空

き容器を心材とした張り子制作に向けて、モ

チーフに関する資料と材料を収集する。 

事後学習 

張り子技法による制作活動を振り返り、風船

を心材とした場合の展開を考える。作品をス

ケッチブックにまとめる。 

第６回 
◇ 張り子による造形 Ⅱ  

着彩と組み立て・作品の相互鑑賞 

事前学習 

前回制作した作品について、装飾するために

必要な資料を収集する。作品を相互に鑑賞す

るにあたって、コンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第７回 
◇ 身近にある材料を用いたおもちゃ制作 Ⅰ 

作品構想・アイデアスケッチ 

事前学習 

身近にある材料を用いたおもちゃ制作に関

して、資料を収集する。実際に身近にある素

材を集め、造形材料となる可能性を探る。 

事後学習 

ディスカッションによって得られた制作の

構想をアイデアスケッチとともにまとめる。

実践的な制作の場において、子どもにより伝

わりやすい表現を意識しながら模擬授業の

準備を行う。 

第８回 
◇ 身近にある材料を用いたおもちゃ制作 Ⅱ 

作品の試作と発表準備 

事前学習 

制作の構想をもとに、教材準備について考え

る。実際に模擬授業における制作物を試作す

る。 

事後学習 

それぞれが持ち寄った試作を踏まえ、導入・

展開・まとめといった模擬授業の具体的な中

身についてグループで考えをまとめる。 

第９回 
◇ 身近にある材料を用いたおもちゃ制作 Ⅲ 

発表と相互鑑賞 

事前学習 
グループ毎に発表の準備とリハーサルを行

う。 

事後学習 

模擬授業形式の発表について、振り返りをプ

リントにまとめる。また、鑑賞者の視点にお

いて印象に残った発表を取り上げ、考えたこ

と・感じたことをプリントに記す。作品をス

ケッチブックにまとめる。 

第１０回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅱ  

色・形・触感について・自己課題の制作 

事前学習 

それぞれの制作計画に従って、必要となる材

料を収集する。まとめた構想についてアイデ

アスケッチを描く。 

事後学習 

制作活動を振り返り、自身の作品における色

や形、触感といった造形要素について考え

る。作品をスケッチブックにまとめる。 

第１１回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅲ  

自己課題の制作・作品の相互鑑賞 

事前学習 

自己課題について、仕上げていくイメージを

持つ。作品のプレゼンテーションに向けてコ

ンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第１２回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅰ 

作品構想・試作 

事前学習 

まとめの制作・発表に向けて、課題プリント

にアイデアをまとめる。ストーリーやキャラ

クターの構想を練り、モチーフに関する資料

を収集する。 

事後学習 

各制作物の基本的構造を復習し、アイデアデ

ッサンの制作を進める。作品をスケッチブッ

クにまとめる。 



 

 

第１３回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅱ 

ページの作成・内容を描く 

事前学習 

アイデアデッサンをもとに、表現に適した技

法について考え、制作に必要となる材料を用

意する。 

事後学習 
作家「レオ・レオニ」に関するプリントをま

とめる。 

第１４回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅲ 

表紙の作成・組み立て 

事前学習 

手作り絵本やパネルシアターの作品制作に

関して、彩色や仕掛けなどの工夫についてイ

メージを膨らませ、全体像の構想をまとめ

る。 

事後学習 

『えほん 子どものための 500冊』を参考に、

興味を持った作家・作品について調べ、プリ

ントにまとめる。 

第１５回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅳ 

まとめ・作品発表と講評 

事前学習 

作品のプレゼンテーションに向けてコンセ

プトをまとめる。自身の作品の魅力をより相

手に伝える工夫を考える。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。図画工作Ⅱの制作活動を振

り返り、スケッチブック提出に向けて作品と

プリントをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP2395 

SJMP2295 

EDEL2314 ２．授業担当教員 中川 画太 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作 Iの単位を習得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

図画工作科教育の目標、育成を目指す資質・能力、「造形的な見方・考え方」を働かせる学習内容及び学
びの方法についての概説や具体的な事例を通して、学校教育（公教育）で美術教育がおこなわれる教育的
意義について理解を深めていく。併せて、授業分析や授業デザインの演習、模擬授業を通して、授業の組

み立て方や評価規準設定の視点、指導案の書き方、指導方法について習得を目指す。 

８．学習目標 

1.図画工作科の目標及び育成すべき資質・能力や学習内容を理解し、その特質と教育的意義を説明でき

る。  

2.造形表現の発達段階及び学習者の多様性について理解し、子どもの実態に合わせた指導について考える
ことができる。 

3.図画工作科における主体的・対話的で深い学び場づくりについて理解し授業設計することができる。 

4.学習指導案作成上の留意点を理解し、自ら選択した題材について学習指導案を作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 

１．図画工作科の学習指導案の作成。 

２．講義内容に沿ったレポートの提出。 

３ .  講義内容への理解度を高めるための小テスト。 

４．糸ノコを使用してネームプレートを制作し、提出作品とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『図画工作科指導法研究』日本文教出版。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』文部科学省。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領』東京書籍。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.図画工作科の目標及び育成すべき資質・能力や学習内容を理解し、その特質と教育的意義を説明できる
か。  

2.造形表現の発達段階及び学習者の多様性について理解し、子どもの実態に合わせた指導について考える 

ことができるか。 

3.図画工作科における主体的・対話的で深い学び場づくりについて理解し授業設計することができるか。 

4.学習指導案作成上の留意点を理解し、自ら選択した題材について学習指導案を作成することができる
か。 

○評定の方法 

授業内の課題…30% ポートフォリオ…40% 最終課題…30% 

12．受講生への 

メッセージ 

造形活動は、子どもたちの成長に重要な意味、意義があります。モチベーションを高く保ち受講する事

で、 

そのことをしっかりと実感して欲しいです。優れた指導者になる近道はありません。Ａを習いそれをすぐ
に 

実践する、と言う単純なノウハウを得るのではなく、豊かな体験の中で自ら考え工夫することから、自分
なりの Bと言う実践を行えるようになる、そのための時間です。 

１.良好な体調で、積極的に臨み、集中する。 

２.教科書や、指示された用具・素材を、必ず用意する。 

３.制作した作品や配布物は、今後の貴重な資料となるものであり、必ず大切にファイリングする。 

以上３点、厳守の上で、貴重な体験を積んでいきましょう。 

教室の中だけでなく、日常生活での物との出会い、様々な出来事への興味関心も重要です。積極的な取り
組みの先には、新たな自分との出会いがあるはずです。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：講義の目的・概要及び評価につい
て／「図画工作科」は何を学ぶ教科なのか① –
これまでの学習経験のふりかえり  

事前学習 「私の図画工作科の経験」を記述してくる。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第２回 
「図画工作科」は何を学ぶ教科なのか② –子ど
も の 具 体 的 な 姿 か ら 考 察 す る                                              
【映像鑑賞＋グループディスカッション】 

事前学習 学習指導要領解説 pp.9～16を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第３回 

図画工作科の歴史的変遷と内容概観—目標、資
質・能力、教科内容、カリキュラム構造、評価規
準、教育的課題について 

【講義】 

事前学習 学習指導要領解説 pp.1～8、教科書 p.2～5を読む。 

事後学習 学習指導要領ワークシートに記入する。 

第４回 
造形表現領域の発達段階の理解と児童の個別性・
多様性を保持した学習環境デザイン 

【講義】 

事前学習 教科書 pp.52～53を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第５回 
図画工作科の内容と教育的意義 2 A表現ア
「造形遊び」② ―学習過程の分析と授業評価 

【講義＋グループディスカッション】 

事前学習 
ワークシートで足りなかった個所を充実させてく
る。 

事後学習 
【レポート課題①】造形遊びについての気づき、感

想をまとめる。（1500 字程度） 

第６回 

図画工作科の内容と教育的意義 3 A表現イ
「絵や立体、工作に表す」① ―美術教育のマ
ニュアル化を考える 

【講義＋グループディスカッション】 

事前学習 教科書 pp.179～180を読む。 

事後学習 
【レポート課題②】美術教育におけるマニュアル化

についての考えをまとめる。（500 字程度） 

第７回 
図画工作科の内容と教育的意義 4 A表現イ
「絵や立体、工作に表す」② ―表現と鑑賞活
動の関連性を理解する 

事前学習 教科書 p.90, 95,141 を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 



 

 

【演習＋講義】 

第８回 

図画工作科の内容と教育的意義 5  A表現イ
「絵や立体、工作に表す」③ ―学びを深める
ためのツールとメディア ―ワークシートのデザ
インと教材及び ICT 活用法 

【演習＋講義】 

事前学習 第８回の制作課題を終わらせる。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第９回 

図画工作科の内容と教育的意義 6 B鑑賞ア−こ
とば・対話・身体・感覚による鑑賞の体験的理
解と授業デザイン 

【グループワーク】 

事前学習 教科書 pp.138～140, p.142を読む。 

事後学習 
【レポート課題③】鑑賞教育についての考えをまと

める。（500 字程度） 

第１０回 
図画工作科の内容と教育的意義 2 A表現ア
「造形遊び」② ―学習過程の分析と授業評価 

【講義＋グループディスカッション】 

事前学習 
ワークシートで足りなかった個所を充実させてく
る。 

事後学習 
【レポート課題①】造形遊びについての気づき、感

想をまとめる。（1500 字程度） 

第１１回 

指導案作成①  

題材研究及び授業展開の構想 

【グループワーク】 

事前学習 
ワークシートに題材を経験して得た気づき、理解を

まとめる。 

事後学習 ワークシートに授業展開をまとめる。 

第１２回 

指導案作成②  

題材観及び評価規準の設定、授業展開の再検討 

【グループワーク】 

事前学習 授業設計と本時の展開を完成させる。 

事後学習 導入の方法と展開を考えてくる。 

第１３回 
指導案作成③ 
導入方法を検討する 

【グループワーク】 

事前学習 模擬授業に向けて練習をする。 

事後学習 
模擬授業の準備（参考作品、資料、ワークシートの
作成など） 

第１４回 
模擬授業と授業研究会②（後半グループ） 

【グループワーク】 

事前学習 
模擬授業を実施しての気づきをポートフォリオにま

とめる。 

事後学習 
これまでの学習内容をふり返り、図画工作科の目標
と意義を自分の言葉でまとめてくる。 

第１５回 授業のまとめとふりかえり（最終課題）  

事前学習 
ポートフォリオにこれまでの学習をまとめる。 

第 15 回の授業内で出される最終課題を完成させる。 

事後学習 
ワークシートに題材を経験して得た気づき、理解を

まとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2314 

２．授業担当教員 片岡 浩 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

図画工作科教育の目標、育成を目指す資質・能力、「造形的な見方・考え方」を働かせる学習内容及び学びの
方法についての概説や具体的な事例を通して、学校教育（公教育）で美術教育がおこなわれる教育的意義に
ついて理解を深めていく。併せて、授業分析や授業デザインの演習、模擬授業を通して、授業の組み立て方

や評価規準設定の視点、指導案の書き方、指導方法について習得を目指す。 

８．学習目標 

1.図画工作科の目標及び育成すべき資質・能力や学習内容を理解し、その特質と教育的意義を説明できる。  

2.造形表現の発達段階及び学習者の多様性について理解し、子どもの実態に合わせた指導について考えるこ

とができる。 

3.図画工作科における主体的・対話的で深い学び場づくりについて理解し授業設計することができる。 

4.学習指導案作成上の留意点を理解し、自ら選択した題材について学習指導案を作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 

１．作業表・学習指導案の作成 
２．作品提出 
３．プレゼンテーションおよび資料（写真）提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

宮脇理 監修，福田隆眞他編著『美術科教育の基礎知識』建帛社。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』文部科学省。 

【参考書】 

造形授業研究会編『図工の授業をデザインする』東洋館出版社。 

文部科学省『小学校学習指導要領』東京書籍。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.図画工作科の目標及び育成すべき資質・能力や学習内容を理解し、その特質と教育的意義を説明できるか。  

2.造形表現の発達段階及び学習者の多様性について理解し、子どもの実態に合わせた指導について考える 

ことができるか。 

3.図画工作科における主体的・対話的で深い学び場づくりについて理解し授業設計することができるか。 

4.学習指導案作成上の留意点を理解し、自ら選択した題材について学習指導案を作成することができるか。 

○評定の方法 

授業内の課題…30% ポートフォリオ…40% 最終課題…30% 

12．受講生への 

メッセージ 

１．単なる知識や方法・技法の伝達だけにとどめず「造形表現の良さや素晴らしさ」を、こどもたち一人ひ

とりに伝えていけるような教員になってほしいです。日常生活の中での様々な出来事に興味関心をもち
ながら、豊かな感性とこころを養っていってください。 

２．学習においては、指示されたノルマやプログラムに頼るのではなく、創意工夫、試行錯誤を試み、自己

の責任で判断していく習慣を身につける『造形学習の本質』を体験しながら実社会で役立つ力を養って
ください。 

※授業日程はグループ実習の進行状況によって調整する場合があります。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。（掲示参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：講義の目的・概要及び評価につい
て／「図画工作科」は何を学ぶ教科なのか① –
これまでの学習経験のふりかえり  

事前学習 「私の図画工作科の経験」を記述してくる。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第２回 
「図画工作科」は何を学ぶ教科なのか② –子ど
も の 具 体 的 な 姿 か ら 考 察 す る                                              
【映像鑑賞＋グループディスカッション】 

事前学習 学習指導要領解説 pp.9～16 を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第３回 

図画工作科の歴史的変遷と内容概観—目標、資質・
能力、教科内容、カリキュラム構造、評価規準、
教育的課題について 

【講義】 

事前学習 
学習指導要領解説 pp.1～8、テキスト pp.2～5 を読
む。 

事後学習 学習指導要領ワークシートに記入する。 

第４回 
造形表現領域の発達段階の理解と児童の個別性・
多様性を保持した学習環境デザイン 

【講義】 

事前学習 テキスト pp.52～53 を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第５回 
図画工作科の内容と教育的意義 1 A表現ア「造
形遊び」① ―演習と観察 

【演習＋ペア学習】 

事前学習 テキスト pp.58～65 読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第６回 
図画工作科の内容と教育的意義 2 A表現ア「造
形遊び」② ―学習過程の分析と授業評価 

【講義＋グループディスカッション】 

事前学習 
ワークシートで足りなかった個所を充実させてく
る。 

事後学習 
【レポート課題①】造形遊びについての気づき、感

想をまとめる。（1500 字程度） 

第７回 

図画工作科の内容と教育的意義 3 A表現イ「絵
や立体、工作に表す」① ―美術教育のマニュ
アル化を考える 

【講義＋グループディスカッション】 

事前学習 テキスト pp.179～180 を読む。 

事後学習 
【レポート課題②】美術教育におけるマニュアル化

についての考えをまとめる。（500 字程度） 

  



 

 

第８回 

図画工作科の内容と教育的意義 4 A表現イ「絵
や立体、工作に表す」② ―表現と鑑賞活動の
関連性を理解する 

【演習＋講義】 

事前学習 テキスト p.90, 95,141 を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第９回 

図画工作科の内容と教育的意義 5  A 表現イ
「絵や立体、工作に表す」③ ―学びを深める
ためのツールとメディア ―ワークシートのデ
ザインと教材及び ICT 活用法 

【演習＋講義】 

事前学習 第８回の制作課題を終わらせる。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第１０回 

図画工作科の内容と教育的意義 6 B鑑賞ア−こ
とば・対話・身体・感覚による鑑賞の体験的理
解と授業デザイン 

【グループワーク】 

事前学習 テキスト pp.138～140, p.142 を読む。 

事後学習 
【レポート課題③】鑑賞教育についての考えをまと

める。（500 字程度） 

第１１回 

指導案作成①  

題材研究及び授業展開の構想 

【グループワーク】 

事前学習 テキスト pp.171～174 を読む。 

事後学習 
ワークシートに題材を経験して得た気づき、理解を

まとめる。 

第１２回 

指導案作成②  

題材観及び評価規準の設定、授業展開の再検討 

【グループワーク】 

事前学習 ワークシートに授業展開をまとめる。 

事後学習 授業設計と本時の展開を完成させる。 

第１３回 
指導案作成③ 
導入方法を検討する 

【グループワーク】 

事前学習 導入の方法と展開を考えてくる。 

事後学習 模擬授業に向けて練習をする。 

第１４回 
模擬授業と授業研究会②（後半グループ） 

【グループワーク】 

事前学習 
模擬授業の準備（参考作品、資料、ワークシートの
作成など） 

事後学習 
模擬授業を実施しての気づきをポートフォリオにま

とめる。 

第１５回 授業のまとめとふりかえり（最終課題）  

事前学習 
これまでの学習内容をふり返り、図画工作科の目標
と意義を自分の言葉でまとめてくる。 

事後学習 
ポートフォリオにこれまでの学習をまとめる。 

第 15 回の授業内で出される最終課題を完成させる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） スクールソーシャルワーク実習指導 （1 単位） 

３．科目番号 

SSMP3488 

SCMP3488 

SPMP3388 ２．授業担当教員 大門 俊樹 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

（１）スクールソーシャルワーク実習の意義について理解する。（２）学校現場を知り、学校組織について体

験的に学ぶ。（３）スクールソーシャルワーク実習に関わる個別指導や集団指導を通して、学校におけるソー
シャルワーク実践に必要な知識と技術について具体的に理解し、実践的な技術を身につける。（４）教育現場
でのソーシャルワーク実践を行う社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、教育課題に総合的に対応

できる能力を身につける。（５）具体的体験や援助活動を専門的援助技術として概念化・理論化・体系化して
いくことができる能力を身につける。（６）既存の実践現場ではなく、新たな実践現場に入っていく意義を十
分に理解し、開拓的視点を身につける。 

８．学習目標 

スクールソーシャルワーク教育課程で学んだ内容をもとに、学校現場等での実習を通して、学校現場が抱
える多くの課題にソーシャルワークの視点から対応できるようになる。特に、新たな実践現場である学校組
織をよく知り、教員との連携はもとより、保護者や関係機関、地域との連携まで視野に入れた実践が展開で

きる能力も身につけることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（１）授業期間中に、学校または子ども支援に関する施設へボランティアとして行き、フィールド体験を行

うとともに、その内容と成果についてレポートにまとめる。（２）実習校への事前訪問を行い、その内容に

ついて報告する。（３）それ以外の課題については、授業中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

門田光司・鈴木庸裕『ハンドブック・学校ソーシャルワーク演習～実践のための手引～』 

ミネルヴァ書房、2010。 

【参考書】 

米川和雄編著『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、2010。 

門田光司・奥村賢一『スクールソーシャルワーカーのしごと 学校ソーシャルワーク実践ガイド』 

中央法規、2009。 

日本学校ソーシャルワーク学会『スクールソーシャルワーカー養成テキスト』中央法規、2008。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) スクールソーシャルワーク実習の意義について理解し、説明できるか。 

2) 学校現場を知り、学校組織について体験的に学び、説明できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合的して評価する。 

１ 授業への積極的参加          総合点の２０％ 

２ レポート               総合点の５０％ 

３ フィールド体験とそのレポート     総合点の１５％ 

４ 実習校への事前訪問及びその内容報告 総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．本授業の受講については次の点が前提となる。 

・3年次にソーシャルワーク実習を終了していること。 

・社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格取得に向けて十分な学習をし、基本的知識と技術を備え

ていること。 

・スクールソーシャルワーク実習に行く準備をしていること。 

２．欠席・遅刻・早退をしないこと。 

３．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。 

４．授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も改善が見られないときは、F 評価とす

る。 

５．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループディスカッションや意見の発表時には間違いを恐

れず、恥ずかしがらずに前に出ること。 

６．授業中に指示された課題の提出期限は厳守すること。 

13．オフィスアワー 最初の授業で発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（内容・進め方・評価方法・スクールソー

シャルワーク実習について） 

事前学習 
スクールソーシャルワーク実習のイメージをした上で授業

に臨む。 

事後学習 
スクールソーシャルワーク実習についてわかったことをま

とめる。 

第２回 実習の心構えと準備① 
事前学習 「なぜ実習に行くのか」について考えた上で授業に臨む。 

事後学習 スクールソーシャルワーク実習の特性についてまとめる。 

第３回 実習の心構えと準備② 

事前学習 実習の流れについて理解した上で授業に臨む。 

事後学習 
実習前に身に付けておくべき事項をチェックした上で、ど

のようにして身に付けるか考える。 

第４回 実習課題の設定 

事前学習 自分の実習課題について考えた上で授業に臨む。 

事後学習 
スクールソーシャルワーカーの配置形態別内容についてま

とめる。 



 

 

第５回 
実習記録と記録方法、スクールソーシャル

ワーカーとしての資質 

事前学習 実習記録と記録方法について理解した上で授業に臨む。 

事後学習 
スクールソーシャルワーカーとしての資質について確認

し、どのようにしてそうした資質を身に付けるか考える。 

第６回 

スクールソーシャルワークの支援方法１ 

（スクールソーシャルワークの目的、支援

方法、アセスメント） 

事前学習 テキスト第２章の pp.18～42を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 アセスメントシートの記入方法を理解する。 

第７回 

スクールソーシャルワークの支援方法２ 

（ジェノグラム・エコマップ・子どもの支

援計画） 

事前学習 テキスト第２章の pp.42～53を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 ジェノグラム・エコマップを描いてみる。 

第８回 ゲストスピーカーを迎えて１ 
事前学習 ゲストスピーカーに質問したいことを考える。 

事後学習 ゲストスピーカーの話から得たことをまとめる。 

第９回 不登校の子どもたちへの支援１ 
事前学習 テキスト第３章の pp.54～65を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 不登校の子どもたちの支援についてまとめる。 

第１０回 不登校の子どもたちへの支援２ 
事前学習 

テキスト第３章の pp.65～71の事例をよく読み、アセスメ

ントシートを作成してみる。 

事後学習 p.70の「支援の振り返り」を考える。 

第１１回 ゲストスピーカーを迎えて２ 
事前学習 ゲストスピーカーに質問したいことを考える。 

事後学習 ゲストスピーカーの話から得たことをまとめる。 

第１２回 
児童虐待を受けている子どもたちへの支

援１ 

事前学習 テキスト第３章の pp.71～79を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
児童虐待を受けている子どもたちへの支援についてまとめ

る。 

第１３回 
児童虐待を受けている子どもたちへの支

援２ 

事前学習 テキスト第３章の pp.79～89を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 p.89の「支援の振り返り」を考える。 

第１４回 実習校への事前訪問 
事前学習 実習校の概要を調べ、まとめる。 

事後学習 事前訪問でわかったことをまとめる。 

第１５回 

まとめ（スクールソーシャルワークによる

子どもたちへの支援について総合的に考

える） 

事前学習 テキストの事例を一つ取り上げ、熟読する。 

事後学習 選んだ事例の「支援の振り返り」を考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 

EDEL3318 

SJMP3393 

SJMP3293 ２．授業担当教員 坂本 史生 

４．授業形態 
プレゼンテーション、ディスカッション、グループ学習、ロールプ

レイ、模擬授業（実習）講義 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生活科の特質は、直接体験を重視した学習活動を展開し、意欲的に学習や生活ができるようにすることに

ある。本科目では、生活科の趣旨や目標・内容を理解した上で、２年間にわたる指導計画や学習指導案の作

成を行ったり、模擬従業を行ったりするなどの具体的な実践を伴いながら生活科の指導方法について学習す

る。その中で、子どもが知的好奇心・探求心をもって主体的に学ぶ学習が成立するための方策について具体

的に追求する。 

８．学習目標 

1. 生活科の目標、内容、全体構造及び指導上の留意点について理解する。 

2. 生活科の特質、子どもの実態を視野に入れた学習指導案及び教材を作成できるようになる。 

3. 模擬授業の実施を通して、授業の批判的検討及び授業改善ができるようになる。 

4. 適切な学習評価について理解し、実践できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○ 学習指導案の作成と模擬授業の準備 

○ 模擬授業の批判的検討 

○ レポート課題1000字程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小学校学習指導要領解説 生活編（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

【参考書】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活科の目標や内容、特徴を踏まえて指導計画をつくることができる。 

２．指導計画をもとに適切な授業を行うことができる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極性（発言・模擬授業の実施等）     総合点の２０％ 

２ 日常の学習状況（出席・提出物）          総合点の３０％ 

３ 課題レポート（中間・期末）            総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教師が子どもの体験の世界や身の回りの環境に目を向けるとともに、子どもに負けない知的好奇心・探究心

を持って教材開発をすることが大切です。受講に際しては、自発的・能動的に活動することを望んでいます。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「授業の概要と目標の理解」 
・本授業の目標と内容について理解し、学びの見通し
を持つ。 
「現代の子どもと子どもを取り巻く環境についての
考察と理解」 

・子どもの実態に目を向け、授業設計に活かせるよう

にする。 

事前学習 
・本授業において自身が学びたいことや身につけ

たいことなど、自身の目標を立ててくる。 

事後学習 
・自身の目標の修正を行うとともに、実際の子ど

もの観察を行い、子ども理解を深める。 

第２回 

「学習指導要領の内容と生活科学習の特徴の理解」 

・生活科の目標・内容・特質・意義・役割等について、

学習指導要領を基に理解する。 

事前学習 
・学習指導要領の生活科に関わる箇所を読み、自分

なりに生活科について特徴をおさえる。 

事後学習 
・生活科の特徴について、事前学習で自分なりに

おさえた特徴に追記、修正を行う。 

第３回 

「生活科の内容構成と二カ年の指導計画の構想」 

・生活科の教科書を基に、単元構成の在り方を学び、

二カ年を見通した指導計画を考える。 

事前学習 

・学習指導要領解説生活編の「内容」に関わる箇

所を読み、学習指導要領上で示されている「内容」

を理解しておく。 

事後学習 ・作成した二カ年計画の修正、加筆を行う。 

第４回 

「生活科の実践事例（学校と生活）」 

・第１学年の単元構成と実際の学習活動をみて授業評

価を行い、生活科の授業の特質について理解を深め

る。 

事前学習 
・内容「学校と生活」について、学習指導要領解

説の記述を読み、理解しておく。 

事後学習 

・学習指導要領解説内の内容「学校と生活」と実

践事例を見比べ、具体を伴って内容を理解できる

ようにする。 

第５回 

「生活科の実践事例（季節の変化と生活）」 

・第２学年の単元構成と実際の学習活動をみて授業評

価を行い、生活科の授業の特質について理解を深め

る。 

事前学習 
・内容「季節の変化と生活」について、学習指導

要領解説の記述を読み、理解しておく。 

事後学習 

・学習指導要領解説内の内容「季節の変化と生活」

と実践事例を見比べ、具体を伴って内容を理解で

きるようにする。 

第６回 

「単元計画の作成」 

・二カ年全体を見通した上で単元計画を作成し、生活

科の単元構成や特質への理解を深める。 

事前学習 

・生活科の二カ年計画を見直すとともに、学習指

導要領解説の「単元計画の作成」について記述を

読み、自分なりに理解をする。 

事後学習 
・授業内で作成した単元計画を修正加筆し、完成

させる。 



 

 

第７回 

「単元計画の共有と見直し」 

・単元計画を共有し、検討する活動を通して自身の単

元計画の改善を図る。 

事前学習 
・作成した単元計画を見直し、ポイントをおさえ

て周囲に共有できるようにしておく。 

事後学習 
・他の単元計画や検討を基に、自身の単元計画を

改善する。 

第８回 

「学習指導案の作成」 

・学習指導案の書き方と授業設計について理解し、学

習指導案を作成する。 

事前学習 

・学習指導要領解説の学習指導に関わる箇所及び

生活科の学習指導案を読み、学習指導案の書き方

を自分なりにおさえてくる。 

事後学習 
・学習指導案の見直し、修正、加筆を行い、学習

指導案を完成させる。 

第９回 

「効果的な教材の作成と活用」 

・生活科の特質に合わせて、授業設計に効果的に活用

できる教材（情報機器の効果的な活用を含む）を作成

する。 

事前学習 
・生活科の効果的な教材について実践事例を調べ

てくる。 

事後学習 
・作成した教材の見直し、修正、改善を行い、教

材を完成させる。 

第１０回 

「模擬授業の実施と批判的検討（内容：地域と生活）
及び学習指導案の改善」 

・内容「地域と生活」について模擬授業を実施し、授

業設計や教材等についての振り返りを行う。合わせて

学習指導案の見直しも行う。 

事前学習 
・学習指導案と教材を見直し、模擬授業ができる

準備をする。 

事後学習 

・模擬授業や振り返りを受けて、特に授業設計に

焦点をあてて学習指導案や教材の修正、改善を行

う。 

第１１回 

「模擬授業の実施と批判的検討（内容：自然や物を使
った遊び）及び学習指導案の改善」 

・内容「自然や物を使った遊び」について模擬授業を

実施し、指導方法や教材等についての振り返りを行

う。合わせて学習指導案の見直しも行う。 

事前学習 
・学習指導案と教材を見直し、模擬授業ができる

準備をする。 

事後学習 

・模擬授業や振り返りを受けて、特に指導方法に

焦点をあてて学習指導案や教材の修正、改善を行

う。 

第１２回 

「模擬授業の実施と批判的検討（内容：動植物の飼育、
栽培）及び評価の理解」 

・内容「動植物の飼育、栽培」について模擬授業を実

施し、振り返りを行うとともに、評価の視点について

理解する。 

事前学習 
・学習指導案と教材を見直し、模擬授業ができる

準備をする。 

事後学習 

・模擬授業や振り返りを受けて、特に評価活動に

焦点を当てて学習指導案や教材の修正、改善を行

う。 

第１３回 

「模擬授業の実施と批判的検討（内容：自分の成長）」 

・内容「自分の成長」について模擬授業を実施し、授

業設計・指導方法・評価の改善について考える。 

事前学習 
・学習指導案と教材を見直し、模擬授業ができる

準備をする。 

事後学習 
・模擬授業や振り返りを受けて、学習指導案や教

材の修正、改善を行う。 

第１４回 

・生活科の授業の実際（指導の留意点と評価） 

映像や画像、学習カードなどの記録をもとに、実際の

授業の様子を観察し、生活科の授業のあり方につい

て理解を深める。 

事前学習 
・自身の模擬授業、学習指導案及び教材を見直し、

良かった点、改善点をまとめておく。 

事後学習 
・実際の授業実践と自身の模擬授業、学習指導案

及び教材を比較し、修正改善を行う。 

第１５回 

「生活科授業のあり方、授業のまとめ」 

・生活科という教科の特徴について振り返るととも

に、その特質を活かした授業を設計する際のポイン

ト、留意点について確認を行う。 

事前学習 
・今までの学習を振り返り、生活科の特徴やポイ

ントについて発表ができるようにしておく。 

事後学習 
・生活科の特徴やポイントについて、理解しやす

いように簡潔にまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活の中の福祉 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1341 

２．授業担当教員 水島 正浩 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざして

いる。本科目では、こうした社会で必要な生活の中の福祉とは何か、その考え方や対象となる様々な人々に

必要な福祉にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。 

８．学習目標 

１．生活の中の福祉とは何かについて、理解して説明することができる。 

２．生活の中の福祉の考え方について、理解して説明することができる。 
３．対象となる人々への福祉について、理解して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 

・学習の理解度をみる課題（まとめ）を授業内で複数回（３回）行います。 

＊その他毎回の授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

大久保秀子著 『新・社会福祉とは何か』 中央法規出版。 

（＊その他、授業の進行に合わせ、随時指示・配付する。） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活の中の福祉やその考え方について、理解できているか。 

２．対象となるに人々にどのような福祉が必要かについて、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の 30％   

２ 課題レポート      総合点の 30％ 
３ 期末試験        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生活の中の福祉は、これから社会福祉などを学んでいく上で基礎となる科目です。そのため、授業への出席、

熱意ある参加、グループでのディスカッションや作業、課題作成などへの積極的な取組みを望みます。 

（＊授業内容や順番、課題等は、皆さんの進捗状況・理解度にあわせて適宜変更していきます。） 

13．オフィスアワー 授業時間内に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業の主な内容や進め方について 

事前学習 
教科書の冒頭にある「はじめに」を読んで、理

解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２回 生活と福祉（ライフサイクルと福祉） 

事前学習 
教科書の第 1 章(pp.8～9）を読み、理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第３回 生活と福祉（高齢化と福祉） 

事前学習 
教科書の第 2 章(pp.24～25）を読み、理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第４回 生活と福祉（少子化と福祉） 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.22～23）を読み、理解を

進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第５回 中間まとめ①（課題①作成） 

事前学習 
これまで学んだ内容を振り返り、理解を深めて

おく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

第６回 福祉の考え方（福祉の捉え方） 

事前学習 
教科書の第１章（pp.2～3）を読み、理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第７回 福祉の考え方（福祉と援助） 

事前学習 
教科書の第１章（pp.4～5）を読み、理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 



 

 

第８回 福祉の考え方（ナショナルミニマム） 

事前学習 
教科書の第 7 章（pp.108～109）を読み、理解

を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第９回 福祉の考え方（ノーマライゼーション） 

事前学習 
教科書の第 1 章（pp 20～21）を読み、理解を

進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１０回 中間まとめ２（課題②作成） 

事前学習 
これまで学んだ内容を振り返り、理解を深めて

おく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

第１１回 対象となる人々と福祉（子どもと福祉） 

事前学習 
教科書の第 8 章（pp.122～123）を読み、理解

を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１２回 対象となる人々と福祉（高齢者と福祉） 

事前学習 
教科書の第 9 章（pp.144～145）を読み、理解

を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１３回 対象となる人々と福祉（障がい者と福祉） 

事前学習 
教科書の第 10 章（pp.168～169）を読み、理

解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１４回 対象となる人々と福祉（低所得者と福祉） 

事前学習 
教科書の第 7 章（pp.114～115）を読み、理解

を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１５回 総まとめ（課題③作成） 

事前学習 
これまで学んだ内容を振り返り、理解を深めて

おく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 政治学（国際政治を含む） （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1318 

GELA1339 
２．授業担当教員 小野 智一 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「国際関係論」を履修予定の学生は本科目を選択することが望ましい。本科目の履修によって左記科目の学
習を充実させることができます。 

７．講義概要 

景気対策、規制緩和、地域主権、社会保障、雇用問題など「政治」の場で議論される諸問題はマスメディ

ア報道などを通して日々われわれの耳に入ってくる。わたしたちは、住みやすい社会をつくり、市民の生活

水準の向上図るための機能を「政治」と呼んでいる。本科目では政治学の基礎的な概念を理解し、歴史的事

象、時事問題を事例として政治の仕組みについて考えていく。 

８．学習目標 

1) 政治学の基本概念について理解し、説明できる。 

2) 現代社会を政治学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3) 具体的な公共政策を事例として当否の検討などをとおして政治参加に必要な意思決定ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義では上記をリーディングアサインメント（RA）と称して事前・事後学習課題を作成し、配付します。
授業内で解説することになりますが、事前に教科書を読んで課題を解答してください。なお、解説後は事後
学習ののちに教員に提出することとします。提出方法については授業内で案内します。また、講義配当時間
の関係上、テキスト掲載のすべての章を取り扱うことはできないので、今回対象外とする章については以下
に示す課題例を参考に各自で読み進めるようにしてください。各回で関連ある内容の章を紹介します。課題
例はその都度補足します。 
課題例： 
①官僚と政治家どちらが信用できるのか。（第9章） 
②戦前と戦後。日本をめぐる国際環境はどのように変わったのか。（第10章） 
③「外圧」によって国内の仕組みが変わった？（第11章） 
④環境問題の解決はなぜ難しいのか。（第12章） 
⑤汚職に手を染めるものの経済発展を実現できる政治家と、清廉潔白で人間的に優れているが経済運営が下
手な政治家。どちらが望まれるか。 
⑥若者は政治に無関心か？ 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
北山俊哉・真淵勝・久米郁男『はじめて出会う政治学 構造改革の向こうに』有斐閣アルマ、2009年。 

（以下、シラバス内ではこの文献をテキストと呼称する。） 
【参考書】 
1）久米郁男・川出良枝・古城佳子他『政治学』有斐閣、2011年補訂。  
  政治学の全領域をカバーする教科書を目指して編集された本書は、おおよその政治的トピックについては

参照することが可能です。しかも日本の政治の動きをベースとして政治学概念を説明しており、日本の読
者にとって理解しやすい記述をしてあることも特色です。教科書のレベルを卒業した学生向きです。 

2）砂原・稗田・多湖『政治学の第一歩』有斐閣、2015年。 
3）東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
4）東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1)政治学の基本概念について理解し、説明できる。 

2)現代社会を政治学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3)具体的な公共政策を事例として当否の検討などをとおして政治参加に必要な意思決定ができる。 

○評定の方法 

成績評価の規準１)～３)についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（ディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、試験・レポートから評価する。（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、こうしている間にも刻々と変化する社会を「政治」という視点から考えるものです。よって
時にはテキストに書かれていないトピックが私たちの前に立ちはだかることがあります。そのため、シラバ
スの授業内容に無いトピックで、学生側からの希望があれば、内容を確認し、受講者とともに審議したうえ
で授業内容として取り上げるようにしていきます。「政治学」について関心あるテーマがあれば授業時に提案
してください。 
本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の条件を設定しています。 

①授業に集中してください。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 
②欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告してください。（事後に提出してください。
事前は口頭報告するようにしてください）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不合
格となります。 

③明らかに受講態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も受講態度の改善が見られな
いと判断された場合、課題提出状況の如何に関わらず単位の修得は認めません。 

④教員による解説中は携帯電話の電源を切ってください。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて使
用の許可を出すこととします。 

また、教員は次のことを実行します。 
①授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行います。 
②受講生全員に聞こえる大きさの声で話をします。また、専門用語はわかりやすく説明します。 
③一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言・発表等）できる双方向対話型の学習環境を作ります。 

④遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切な
態度が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組みます。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他者
の学習を阻害する行為をした場合は減点対象とします。受講生各自が社会人として自立成長しようという自



 

 

覚を持って講義に参加することを期待します。 

13．オフィスアワー 講義前後の時間もしくは e-mailにて対応します。toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（シラバスを必ず持参すること。コ
ピーでも可。） 
政治学のテーマである「権力」について考察する。権力
を行使する主体は何か、誰が権力を行使すべきか、権力
の行使がなぜ認められるのか考察する。 

事前学習 

テキスト pp.239-246.に紹介されている用語
についてよく知っているもの、聞いたことが
あるが詳細を知らないもの、初見のものと分
類する。 

事後学習 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図

る。次時以降のアサインメント(課題)に取り

組む。 

第２回 

組織化された集団（鉄の三角同盟、フリーライダー） 
利益集団が組織されるのはなぜか。鉄の三角同盟、多元
的民主主義の観点から考える。 
いじめ問題など身近な事例で集合行為問題について考
える。 

事前学習 

（第 2回から第 15回の事前学習） 
前時間に配付するアサインメントの各設題
に自分なりの解答をする。 
①なぜ特定の業界の利益が「政治」に守られ
るのだろうか。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第３回 
官と民の関係①（市場の失敗） 
市場の失敗の観点から政府の役割について考える。 

事前学習 
②市場の失敗を解決するためには何が必要
か？ 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第４回 
官と民の関係②（政府の失敗） 
政府の失敗を通して政府の限界について考察する。 

事前学習 
③どうすれば政府の失敗をなくすことがで
きるのか。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第５回 
大企業と政治①（規制、資本主義、経済団体、圧力団体） 
大企業の行動を事例として影響力資源について考える。 

事前学習 
④企業はなぜ政権与党に政治献金をするの
だろうか。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第６回 
大企業と政治②（規制、資本主義、経済団体、圧力団体） 
政策決定に影響力を及ぼすものは何か考える。 

事前学習 ⑤何が影響力資源となるのか。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第７回 
選挙と政治①（選挙制度） 
政策投票をめぐる問題を中心に選挙について考察する。 

事前学習 
⑥政策で投票する議員候補を選ぶのはどう
して難しいのだろう。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第８回 
選挙と政治②（政党の機能） 
選挙制度の違いによって実現される世論はどう異なる
のか考える。 

事前学習 ⑦政党の選挙での役割は何か。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第９回 

地方分権①（国と地方との関係、基礎自治体と市町村合
併） 
日本における地方自治のあり方を考える。 
※学外見学が可能な場合は「地方自治と教育行政」に内
容を差し替えて実施 

事前学習 
⑧日本における中央政府と地方の関係を説
明しなさい。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

  



 

 

第１０回 

地方分権②（国と地方との関係、基礎自治体と市町村合
併） 
革新知事、革新市長はなぜ誕生したのかについて考え
る。 

事前学習 ⑨地方政府の首長の役割とは。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第１１回 
マスメディアと政治について考える①（第 4の権力） 
第 4の権力とは何を意味するのか考える。 

事前学習 
⑩テレビやラジオが法律で中立性を求めら
れるのはなぜか。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第１２回 

マスメディアと政治について考える②（政治過程への影
響） 
政策実現過程におけるマスメディアの役割について考
察する。 

事前学習 
⑪マスメディアの影響力は強いのか、弱いの
か。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第１３回 
国会①（政治過程） 
議院内閣制のもとでの国会の影響力について考える。 

事前学習 
⑫野党の国会戦術とは。国会のルールについ
て知ろう。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第１４回 
国会②（立法） 
日本を事例として国会で審議される法案を手掛かりに
考察する。 

事前学習 
⑬日本とイギリス・アメリカの国会（立法）
の特徴を指摘してみよう。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第１５回 

内閣と総理大臣（議院内閣制、大統領制、行政１） 
日本の内閣総理大臣とアメリカの大統領。 
どちらがよりリーダーシップを行使できるのか考える。 
リーダーシップを発揮するための条件に付いて考える。 

事前学習 

⑭総理大臣が短命（任期満了以前に早期退
陣）なのはよくないことなのか。 
pp.239-246.に紹介されている用語について
どれだけ理解が進んだのか確認する。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神科ソーシャルワーク論Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2127 

２．授業担当教員 藤島 薫 

４．授業形態 講義、集団討議、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 精神保健福祉士が行う相談援助の対象と相談援助の概要について理解をする。保健、医療、福祉等の各分

野における相談援助の対象及び相談援助の基本的考え方を理解するとともに、各分野における相談援助に係

る専門職や他職種の専門性などについても理解する。また、精神障害者の相談援助における権利擁護につい

て、自己決定のあり方や権利擁護システムなどについて具体的に学ぶ。さらに、精神保健福祉活動における

総合的かつ包括的な援助と他職種連携の意義と内容について学ぶことを目的とする。 

８．学習目標 

 以下の点について理解することが期待される。 

①精神保健福祉士が行う相談援助活動の対象と相談援助の基本的考え方。 

②相談援助に係る専門職（地域、行政、精神科病院、精神科診療所を含む）の概念と範囲 

③精神障害者の相談援助における権利擁護の意義と範囲 

④精神保健福祉活動における総合的かつ包括的な援助と他職種連携(チームアプローチを含む)の意義と内容 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート① 

「ライフステージにおけるメンタルヘルスの課題についてまとめ、精神保健福祉士の役割について論述しな 

さい」 

課題レポート② 

「精神保健福祉分野における権利擁護の意義と役割について、自立支援、利用者主体、自己決定など、多角 

的な視点を踏まえて考察し論述しなさい」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会『精神保健福祉士養成セミナー ３（第 6版）「精神保健福祉相談援

助の基盤[基礎] [専門]」』へるす出版、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神保健福祉における相談援助の概要・対象・専門職・包括的支援・他職種連携・権利擁護などを理解

しているか。 

２．レポート課題にそった内容が論理的に述べられているか、正しい文法表記、適切な用語と漢字で記載さ

れているか、提出期限が守られているか。 

３．授業を受ける基本的マナー（出席状況、持ち物、提出物など）および授業に積極的に参加しているか。 

○評定の方法 

１ 期末試験  ： 総合点の 40％ 

２ レポート  ： 総合点の 40％ 

３ 授業態度  ： 総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱは精神保健福祉士の専門性を学ぶ上での基盤となる内容で連動して構成さ

れている科目です。事前学習と事後学習をしっかり行って授業に臨み理解を深め単位を落とすことのないよ

うにして下さい。この科目の理解ができることで、精神保健福祉援助技術論、演習、実習へとつながること

ができますので、しっかりと学ぶよう心がけて下さい。当然のことですが、欠席、遅刻、早退をしないこと

はもちろんのこと、授業中には集中して積極的に参加して下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰのふり返り 

精神科ソーシャルワーク論Ⅱの授業概要 

現代のメンタルヘルスに関わる問題についてデ

ィスカッション 

事前学習 
現代社会における様々なメンタルヘルスに関わる課題

を新聞などで探してくること。 

事後学習 現代のメンタルヘルスの背景についてまとめること。 

第２回 

精神保健福祉分野における相談援助の体系① 

相談援助の基本的考え方 

ミクロからマクロ、ソーシャルワークの体系、

実践モデル 

事前学習 
テキスト pp.80～108を読んで、実践モデルの変遷につ

いて理解してくること。 

事後学習 
ソーシャルワークの体系および実践モデルについての

要点をまとめること。 

第３回 

精神保健福祉分野における相談援助の体系② 

ソーシャルワークの基本的展開過程 

ケースワーク、グループワーク、コミュニティ

ワーク 

事前学習 
テキスト pp.108～127 を読んで、ケース、グループ、

コミュニティの展開過程を理解してくること。 

事後学習 
それぞれの展開過程における精神保健福祉士の役割と

機能についてまとめること。 

第４回 

精神保健福祉分野における相談援助の体系③ 

相談援助の対象 

医療機関、地域生活支援、司法、精神保健福祉

センターなど 

事前学習 
精神障害者が生活をする上で、どのような資源を利用

するのかについて考えてくること。 

事後学習 
それぞれの社会資源が対象とする利用者についてまと

めること。 

第５回 

精神保健福祉分野における相談援助の体系④ 

相談援助の現状と今後の課題 

ライフステージや職場・社会環境におけるメン

タルヘルスの問題 

事前学習 
テキスト pp.19～33、pp.177～192を読んで、社会状況

やライフステージについて理解をしてくること。 

事後学習 
講義およびディスカッションによる学びをもとにし

て、課題レポート①を作成すること。 



 

 

第６回 

精神保健福祉に関わる専門職① 

医療機関 

メディカルスタッフ、コメディカルスタッフ 

事前学習 
テキスト pp.139~144を読み、医療機関にはどのような

専門職がいるか調べてくること。 

事後学習 
メディカルスタッフ、コメディカルスタッフの役割に

ついてまとめること。 

第７回 

精神保健福祉に関わる専門職② 

福祉行政・関連行政機関 

福祉事務所現業員、社会復帰調整官、障害者職

業カウンセラー 等 

事前学習 
テキスト pp.144~148を読み、福祉行政・関連行政機関

にはどのような専門職がいるか調べてくること。 

事後学習 
福祉行政・関連行政機関に配置されている専門職や職

員の役割についてまとめること。 

第８回 

精神保健福祉に関わる専門職③ 

地域福祉施設 

生活相談員、職業指導員、サービス管理責任者、

等 

事前学習 
テキスト pp.148~151を読み、地域福祉施設にはどのよ

うな専門職がいるか調べてくること。 

事後学習 
地域福祉施設に配置されている職員の役割についてま

とめること。 

第９回 

精神障害者の相談における権利擁護の意義と範

囲① 

相談援助における権利擁護の概念と範囲 

事前学習 
テキスト pp.171～175 を読んで、精神障害者の権利に

ついて考えてくること。 

事後学習 
精神障害者の権利を擁護することについて、歴史的背

景および社会状況を踏まえまとめること。 

第１０回 

精神障害者の相談における権利擁護の意義と範

囲② 

権利擁護システムと、当事者の自己決定、意思

決定能力 

キーワードに関するディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.162~170を読んで、当事者の自己決定と意

思決定能力について考えてくること。 

事後学習 
ディスカッションを通して学んだことを踏まえ、精神

障害者の権利擁護についてまとめること。 

第１１回 

精神障害者の相談における権利擁護の意義と範

囲③ 

精神障害者の権利擁護と精神保健福祉士の役割 

事例を使ってディスカッション 

事前学習 
精神保健福祉士の倫理綱領を読み、権利擁護をどのよ

うに実践するのかについて考えてくること。 

事後学習 
授業内容と事例に関するディスカッションを通して、

課題レポート②を作成すること。 

第１２回 

精神保健福祉活動における包括的援助と他職種

連携① 

総合的・包括的援助を支える理論と機能 

事前学習 
テキスト pp.152～163 を読んで、他職種連携について

考えてくること。 

事後学習 
精神保健福祉活動において、他職種連携の必要性につ

いてまとめること。 

第１３回 

精神保健福祉活動における包括的援助と他職種

連携② 

他職種連携とチームアプローチの意義と概要 

事前学習 
テキスト pp.152～163 を読んで精神保健福祉士が他職

種と連携する上でのポイントをまとめてくること。 

事後学習 
支援をする上で、他職種の連携がどのように機能する

のかについてまとめること。 

第１４回 

精神保健福祉活動における包括的援助と他職種

連携③ 

他職種連携における精神保健福祉士の役割 

事例を使ったディスカッション 

事前学習 
支援者と当事者の連携にはどのようなメリットがある

かをまとめてくること。 

事後学習 
事例を使ったディスカッションを通して、当事者や家

族の参加による支援のあり方についてまとめること。 

第１５回 
精神科ソーシャルワーク論Ⅱのまとめ 

テーマに基づくディスカッション 

事前学習 
テキスト、資料などを見直し、これまでに学んだこと

を確認してくること。 

事後学習 

授業で行ったディスカッションについてまとめるこ

と。また、期末試験に向けて、各回の授業内容を再度

見直し理解を深めること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神科リハビリテーション学 （4 単位） 

３．科目番号 SCMP2125 

２．授業担当教員 先崎 章 

４．授業形態 講義、グループ発表および全体討論 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉士が行う精神科リハビリテーション業務の基本的知識を身につける。すでに学んだ精神医学

の復習、これから学ぶ精神保健福祉論の予習にもなる。一般目標「障害者の全人間的復権」に、精神障害な

らではの独自性を加えていく。その際の基本原則、プロセスはもとより、さまざまな技術や方法についても

学ぶ。生活技能訓練については、特定のシナリオを用いてシミュレーション・トレーニングを行う。総じて、

他職種と連携しながら国家資格としての専門性が発揮できる素地を造り上げる。また、総合支援法や医療観

察法など、関連する新しい法律についても学習を促す。 

８．学習目標 

1. 精神科リハビリテーションの概念、原則、対象、諸相について理解する。 

2. 実際のプロセスを精神障害の時間的発展、精神医療の空間的拡大に即して理解する。 

3. 精神障害のストレス－脆弱性－対処技能モデルについて理解する。 

4. 生活技能訓練（SST）をはじめ、さまざまなリハビリテーション技術について理解する。 

5. 精神障害者ケアマネジメントの歴史、理念、類型、技法について理解する。 

6. 旧精神保健福祉法の福祉的サービスから総合支援法新体系サービスへの移行について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

精神科リハビリテーションの主要な対象は統合失調症の患者である。この疾患を理解するために、講義、視

覚教材による症状や対応の理解、グループ発表、および宿題とレポート提出を予定している。宿題とレポー

トは授業の中で詳細について言及するが、過去には以下のような課題を出題した。 

○精神科リハビリテーションの原則 

○日本における精神障害者のリハビリテーションの課題 

○障害者のリハビリテーションに携わる援助者に必要とされる資質と条件 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー5（第 6 版） 

『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ―精神保健福祉におけるリハビリテーション』へるす出版。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

精神保健福祉白書 2019/2020 年版 精神保健福祉白書編集委員会編（中央法規出版、以下同じ） 

精神保健福祉白書 2018 年版 精神保健福祉白書編集委員会編 

精神保健福祉白書 2017 年版 精神保健福祉白書編集委員会編 

精神保健福祉白書 2016 年版 精神科医療と精神保健福祉の協働 

精神保健福祉白書 2015 年版 改革ビジョンから１０年―これまでの歩みとこれから 

『精神疾患とその治療 第２版』新・精神保健福祉士養成講座１ 中央法規出版。 

【教 材】 

エイメンソン（松島義博、荒井良直訳）『精神分裂病の家族心理教育カリキュラム』（パワーポイント教材） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神科リハビリテーションの基礎的、基本的事項を理解し、多肢選択問題に十分に対応できるか。 

２．記述問題に対応できるだけのロジカルな思考能力をどれだけ身につけているか。 

○評定の方法 

１ ミニテスト、課題レポート         総合点の５０％ 

２ 授業への積極的参加             総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

毎回、授業内容の重要項目をプリントアウトしたもの（レジメ）を全員に配布します。将来、精神科領域

の現場で働いた時に、そのレジメやノート、教科書の内容が目の前の出来事と結びつくでしょう。疾病や技

法の理解のため、視覚教材（ビデオ等）を使用します。 

精神科リハビリテーションでは、精神保健福祉士として多職種チームを動かしていかなければなりません。

チームを動かすには、精神科リハビリテーションの知識に裏づけられた情熱、プレゼンテーションのスキル、

表現して人を納得させる技術が必要です。普段の学生生活・日常生活において、そのことを意識していてく

ださい。授業後半では、家族教育「家族のための精神分裂病入門」のプレゼンテーションを、各自分担して

行っていただく予定です。 

13．オフィスアワー 講義の前後の時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「シラバスの説明、オリエンテーション、リハビリテー

ションの概念と歴史、わが国の精神科リハビリテーショ

ンの現状」 国際生活機能分類（ICF）、リハビリテーシ

ョンの分類 

事前学習 教科書 pp.1～8を読んでくる。 

事後学習 
配布プリントの復習。リハビリテーションを草

創期、確立期、発展期に分けて整理する。 

  



 

 

 

第２回 

「リハビリテーションの理念と原則」 全人間的復権、

ADL から QOL へ、多様な職種の連帯、ノーマライゼーシ

ョン、身体障害者リハビリテーションと精神科リハビリ

テーションの共通点と相違点 

事前学習 ノーマライゼーション、ICFについて調べる。 

事後学習 
スライド配布資料を見ながら、自分でスライド

の内容が説明できるか点検する。 

第３回 

「精神科リハビリテーションの概念」  

病院内リハビリテーション、脱施設化と地域リハビリテ

ーションへの移行。精神科リハビリテーションの定義。

（精神保健学の理解が十分でない場合には「精神障害を

もつ人への支援」について復習の予定） 

事前学習 教科書 pp.9～14を読んでくる。 

事後学習 
WHO勧告と行動指針、日本の精神科医療の現状

と課題について理解を深める。 

第４回 

「精神科リハビリテーションの理念と意義」 セルフヘ

ルプ活動、エンパワメント、リカバリー。（統合失調症

について理解が足りない場合には「統合失調症の症状、

経過、治療の原則」について復習の予定） 

事前学習 教科書 pp.15～16を読んでくる。 

事後学習 
エンパワメント、リカバリーの用語を自分の言

葉で説明できるか点検する。 

第５回 

「精神科リハビリテーションの基本原則」包括的アプロ

ーチ、本人参加や自己決定権の尊重、成功体験の活用、

再発予防、個別性の重視、リカバリーへの希望、健全な

依存（日本の精神保健福祉の歴史について理解が足りな

い場合には「精神障害をもつ人々への理解」について復

習の予定」） 

事前学習 教科書 pp.17～20を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第６回 

「精神科リハビリテーションの基本原則」 アンソニ

ー、スレッシュホールズ・プログラム、中川正俊の基本

原則について 

「精神保健福祉士の役割」 

「精神障害の特性と ICF」 

事前学習 
精神科リハビリテーションの基本原則につい

て自分の言葉で説明してみる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第７回 

「精神科リハビリテーションの基本アプローチ」 医学

的・職業的・教育的・社会的・地域リハビリテーション、

リカバリーアプローチ 

事前学習 教科書 pp.32～38を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第８回 

「精神科リハビリテーションサービスの実施機関・施設

と関連事業（その１：グループワーク）」 障害者総合

支援法（旧・障害者自立支援法）に基づく障害者福祉サ

ービス等の概要について、13程度のグループに分かれて

グループ別に記載する。 

事前学習 教科書 pp.39～73を読んでくる。 

事後学習 
配布プリントの復習。 

グループ発表の準備。 

第９回 

「精神科リハビリテーションサービスの実施機関・施設

と関連事業（その２：発表）」 障害者総合支援法（旧・

障害者自立支援法）に基づく障害者福祉サービス等の概

要について、グループ別に発表する。 

事前学習 第８回の配布プリントを読んでくる。 

事後学習 
他のグループが発表したことを、配布プリント

を見ながら確認する。 

第１０回 

「精神科リハビリテーションの応用」 高次脳機能障害

のリハビリテーションについて学習する。エンパワメン

ト、リカバリー概念について復習する。 

事前学習 高次脳機能障害について調べてくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第１１回 
「精神科リハビリテーションのプロセス」（１）アセス

メント、（２）計画、（３）実施、（４）評価 

事前学習 教科書 pp.75～86を読んでくる。 

事後学習 

配布する BPRS、PANSS、LASMI 等の項目と評価

基準をみて、それぞれの尺度の特徴を考えてみ

る。 

第１２回 

「精神科リハビリテーションの展開（その１：グループ

ワーク）」 （１）精神科病院におけるリハビリテーシ

ョン、（２）社会復帰施設におけるリハビリテーション、

（３）社会資源における・地域社会におけるリハビリテ

ーション、について、12程度のグループに分かれてグル

ープ別に記載する。 

事前学習 教科書 pp.86～107を読んでくる。 

事後学習 
配布プリントの復習。 

グループ発表の準備。 

第１３回 

「精神科リハビリテーションの展開（その２：発表）」 

（１）精神科病院におけるリハビリテーション、（２）

社会復帰施設におけるリハビリテーション、（３）社会

資源における・地域社会におけるリハビリテーション、

について、グループ別に発表する。 

事前学習 第１２回の配布プリントを読んでくる。 

事後学習 
他のグループが発表したことを、配布プリント

を見ながら確認する。 

第１４回 

「地域精神保健の実際 コミュニテイワーク」 

「アプローチの方法（続き）、疾病の経過、ライフサイ

クルと精神科リハビリテーション」 ライフサイクル、

疾病の側面から、生活の側面から、年代ごとに（20歳代、

30歳代、40歳代、50歳代、60歳代） 

事前学習 教科書 pp.89～90、pp108～114を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第１５回 

「作業療法」 作業療法の意義と治療構造、計画とプロ

グラム、回復状態に応じた作業療法の目標、作業活動の

具体的内容、作業療法士の役割  

事前学習 教科書「作業療法」の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第１６回 

「集団精神療法」「認知行動療法（生活技能訓練 SST）」 

精神科リハビリテーションにおける生活技能訓練の意

義、生活技能訓練の実際、グループで行なうことの意義、

ソーシャルワークと生活技能訓練 

事前学習 教科書「集団精神療法」の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 



 

 

第１７回 第１～１６回、これまでのまとめ 

事前学習 第１～１６回の配布プリントを確認する。 

事後学習 
第１～１６回の内容を自分の言葉で説明して

みる。 

第１８回 

「集団精神療法（グループワークを含む）、レクリエー

ション療法」 集団精神療法のリハビリテーションに対

する効果、集団精神療法の目的と構造設定の重要性、治

療共同体、薬物乱用防止対策、依存症者の自助グループ

活動について  「行動療法」  

事前学習 
教科書「集団精神療法」「レクリエーション療

法」 「行動療法」の章を読んでくる。 

事後学習 
配布プリントの復習。身近なグループ活動の意

義と効果について考えてみる。 

第１９回 

「チームアプローチ」について ACTの例をもとに学習す

る  チームアプローチ、アウトリーチ、ケアマネジメ

ント、ストレングスモデル）について学習する 

事前学習 

教科書にて、チームアプローチ、アウトリーチ、

ケアマネジメント、ストレングスモデルについ

て説明しているページをさがす。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２０回 

「家族教育プログラム」心理教育とは、精神障害と家族、

感情表出（EE）の測定と尺度、家族教育プログラムに求

められるもの 

事前学習 教科書「家族教育プログラム」の章を読んでくる。 

事後学習 
配布した家族教育資料を次々回 22 回目にグル

ープ順に発表する準備をする。 

第２１回 

「最近の精神科リハビリテーションの話題」 

新たな医療計画における 5疾病 5事業の一つとしての精

神疾患、認知症関連事項 

事前学習 
精神保健学、精神疾患とその治療・精神医学の

テキストを復習する。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２２回 

「退院プログラム、精神科訪問看護、地域移行支援」 

「家族教育プログラム」心理教育（原因と経過）につい

てグループ順に発表 

事前学習 
教科書「退院プログラム」「精神科訪問看護」 

の章を読んでくる。 

事後学習 
他のグループが発表したことを、配布プリント

を見ながら確認する。 

第２３回 
「精神科リハビリテーションサービス」 デイケアおよ

びナイトケアの実際 

事前学習 
教科書「精神科リハビリテーションサービス」

の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２４回 

「居住支援」 

「家族教育プログラム」心理教育（治療）についてグル

ープ順に発表 

事前学習 教科書「居住支援」の章を読んでくる。 

事後学習 
他のグループが発表したことを、配布プリント

を見ながら確認する。 

第２５回 

「地域生活支援と居宅支援」 地域生活支援センターの

活動・役割・機能、地域生活支援センター・居宅生活支

援事業と精神保健福祉士の役割 

「就労支援」就労の意義と援助活動、障害者雇用率制度、

職業リハビリテーションの実施体制、さまざまな就労支

援の施策と今後の課題 

事前学習 
教科書「地域生活支援と居宅支援」「就労支援」

の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２６回 

「地域を基盤にしたリハビリテーション」 

「ケアマネジメント」 

「アウトリーチサービス」  

事前学習 
教科書「地域を基盤にしたリハビリテーショ

ン」の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２７回  第１～２６回、これまでのまとめ 

事前学習 第１８～２６回の配布プリントを確認する。 

事後学習 
第１８～２６回の内容を自分の言葉で説明し

てみる。 

第２８回 

「仲間による地域生活支援」セルフヘルプ・グループと

ピアサポート、プロシューマー 

（当事者活動の歩み、当事者活動と精神保健福祉士の役

割）ボランテイアの育成と活用  

「精神保健福祉白書 2019/2020年版より最近の精神科リ

ハビリテーションのトピック 

事前学習 

教科書「仲間による地域生活支援」セルフヘル

プ・グループとピアサポート、プロシューマー

の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２９回 
「世界の精神科医療サービス」 

「東京都の精神保健医療福祉とリハビリテーション」 

事前学習 

インターネットで、自分の住んでいる地域の精

神保健センター、精神医療センターの情報、広

報活動を調べてみる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第３０回 精神科リハビリテーションのこれから（まとめ） 

事前学習 今までの配布プリントに目を通してくる。 

事後学習 
自分の言葉で精神科リハビリテーションの概

念、構成について説明してみる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健学 （4 単位） 

３．科目番号 

SCMP1158 

SPMP2433 

PSMP2433 ２．授業担当教員 大櫛 重光 

４．授業形態 講義、グループ討論 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健の基本的視点や基礎知識を学び、現代における精神保健の意義や課題を考える。また、乳幼児から

老年期までのそれぞれのライフステージにおける精神保健、及び精神保健における個別課題、例えば精神障

害者対策・アルコール・薬物乱用問題・ターミナルケア等への取り組みについても検討していく。さらに、

地域精神保健対策や精神保健制度・行政についても学習する。 

８．学習目標 

１、精神の健康についての基本的考え方と精神保健学の役割について理解する。 

２、現代社会における精神保健の諸課題と、精神保健の実際および精神保健福祉士の役割について理解する。 

３、精神保健を維持、増進するために機能している、専門機関や関係職種の役割と連携について理解する。 

４、国際連合の精神保健活動や他の国々における精神保健の現状と対策について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前にグループまたは個人で決められたテーマについて調べ、授業内で発表する。発表を行うテーマについ

ては授業内で打ち合わせを行う。レポート課題については、授業の中で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編 

『精神保健福祉士養成セミナー２ 第 6版 精神保健学－精神保健の課題と支援』、へるす出版。 

【参考書】 

 精神保健医療福祉白書 ２０１８－２０１９ 精神保健医療福祉白書編集委員会=編集 中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１、精神の健康についての基本的考え方と精神保健学の役割について理解しているかどうか 

２、現代社会における精神保健の諸課題と、精神保健の実際および精神保健士の役割について理解している

かどうか 

３、精神保健を維持、増進してするために機能している、専門機関や関係職種の役割と連携について理解し

ているかどうか 

４、国際連合の精神保健活動や他の国々における精神保健の現状と対策について理解しているかどうか 

○評定の方法 

学習目標１，２についてはレポート課題を課しで評価する（２０％） 

学習目標１，２、３，４は期末試験を実施して評価する。（６０％） 

授業態度：２０％（遅刻・早退を含む） 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は精神保健福祉士国家試験を受験する学生にとって必修科目であり、かつ出題科目です。国家試験

の際には、この科目で０点を取ると合計点に係わらず不合格となりますので、しっかりと勉強してください。 

13．オフィスアワー 初回の授業で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

授業概要について 

事前学習 シラバス、教科書の通読。 

事後学習 精神保健学とは何かについて調べる。 

第２回 
第 1章 精神保健に関する基本的理
解 

事前学習 教科書「精神保健とは」を読み、精神保健学の概要について調べる。 

事後学習 
教科書「乳幼児期における精神保健」を読み、ライフサイクルにお
ける精神保健（乳幼児期）について調べる。 

第３回 

第 2章ライフサイクルにおける精神

保健 

（乳幼児期における精神保健） 

事前学習 
教科書「乳幼児期における精神保健」を読み、ライフサイクルにお
ける精神保健（乳幼児期）について調べる。 

事後学習 
教科書「乳幼児期における精神保健」を読み、ライフサイクルにお
ける精神保健（乳幼児期）に関するキーワードについて理解を深め
る。 

第４回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（学童期における精神保健） 

事前学習 
教科書「学童期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（学童期）について調べる。 

事後学習 
教科書「学童期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（学童期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第５回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（思春期における精神保健） 

事前学習 
教科書「思春期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（思春期）について調べる。 

事後学習 
教科書「青年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（青年期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第６回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（青年期における精神保健） 

事前学習 
教科書「青年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（青年期）について調べる。 

事後学習 
教科書「青年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（青年期）に関するキーワードについて理解を深める。 



 

 

 

第７回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（成人期における精神保健） 

事前学習 
教科書「成人期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（成人期）について調べる。 

事後学習 
教科書「成人期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（成人期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第８回 
ライフサイクルにおける精神保健 
（老年期における精神保健） 

事前学習 
教科書「老年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（老年期）について調べる。 

事後学習 
教科書「老年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（老年期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第９回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（まとめ） 

事前学習 
乳幼児から老年期に至るライフサイクルにおける精神保健の特徴
をまとめること。 

事後学習 授業で行ったまとめを振り返りポイントを覚えること。 

第１０回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（まとめ） 

事前学習 これまで学んだことを復習し、ポイントをまとめること。 

事後学習 授業で学んだ第２章までのポイントを覚えること。 

第１１回 

第 3章 精神保健における個別課題

への取組み 

（精神障害対策） 

事前学習 教科書「精神障害者対策」を読み、精神障害対策について調べる。 

事後学習 
教科書「精神障害者対策」を読み、精神障害対策に関するキーワー
ドについて理解を深める。 

第１２回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（認知症対策） 

事前学習 教科書「認知症対策」を読み、認知症対策について調べる。 

事後学習 
教科書「認知症対策」を読み、認知症対策に関するキーワードにつ
いて理解を深める。 

第１３回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（アルコール関連問題対策１） 

事前学習 
教科書「アルコール関連問題対策」を読み、アルコール関連問題対
策について調べる。 

事後学習 

教科書「アルコール関連問題対策」を読み、アルコール関連問題対

策に関するキーワードについて理解を深めるとともに、アルコール
依存症が病気であることを理解する。 

第１４回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（アルコール関連問題対策２） 

事前学習 
教科書「アルコール関連問題対策」を読み、アルコール関連問題対
策について調べる。 

事後学習 
教科書「アルコール関連問題対策」を読み、アルコール関連問題対
策に関するキーワードについて理解を深めるとともに、アルコール
依存症者への相談援助の方法を整理する。 

第１５回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（薬物乱用防止対策１） 

事前学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策について調

べる。 

事後学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策に関するキ

ーワードについて理解を深める。 

第１６回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（薬物乱用防止対策２） 

事前学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策について調
べる。 

事後学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策に関するキ
ーワードについて理解を深めるとともに、依存症全般の相談援助方

法を整理する。 

第１７回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（思春期精神保健対策） 

事前学習 
教科書「思春期精神保健対策」を読み、思春期精神保健対策につい
て調べる。 

事後学習 
教科書「思春期精神保健対策」読み、思春期精神保健対策に関する
キーワードについて理解を深める。 

第１８回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（地域精神保健対策） 

事前学習 
教科書「地域精神保健対策」を読み、「こころの健康づくり」の動
向について調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、「地域における相談援助機関」に関する役割につ
いて理解を深める。 

第１９回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（司法精神保健福祉対策） 

事前学習 
教科書「司法精神保健福祉対策」を読み、司法精神保健福祉対策に

ついて調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、「医療観察法の流れと対象者」について理解を深

める。 

第２０回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（緩和ケアと精神保健） 

事前学習 
教科書「緩和ケアと精神保健」を読み、緩和ケアと精神保健につい
て調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、「キュウーブラ＝ロスの５段階説」について理解
を深める。 

第２１回 
第 4章 精神保健活動の実際 

（家庭における精神保健） 

事前学習 
教科書「家庭における精神保健」を読み、家庭における精神保健に
ついて調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、家庭における精神保健に関するキーワードについ
て理解を深める。 

第２２回 
精神保健活動の実際 

（学校における精神保健） 

事前学習 
教科書「学校における精神保健」を読み、学校における精神保健に

ついて調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、いじめ問題、不登校問題の定義と実際について理

解を深める。 

第２３回 
精神保健活動の実際 

（職場における精神保健） 

事前学習 
教科書「職場における精神保健」を読み、職場における精神保健に
ついて調べる。 

事後学習 
労働安全法における精神保健の仕組みと手順について理解を深め
る。 



 

 

第２４回 
精神保健活動の実際 

（地域における精神保健） 

事前学習 
教科書「地域における精神保健」を読み、地域における精神保健の
仕組みを理解する。 

事後学習 
教科書「地域における精神保健」を読み、地域における精神保健に

関する政策、精神保健活動の発展の経緯について理解を深める。 

第２５回 

第 5章 地域精神保健の現状と課題 

（地域保健・地域精神保健に係る関
係法規・関係施策）１ 

事前学習 

教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読

み、地域精神保健の現状と課題（概要・関係法規・関係施策）につ
いて調べる。 

事後学習 

教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読

み、地域精神保健に係る各々の法規の目的、国の責務、地方自治体
の責務、法の概要について理解を深める。 

第２６回 

地域精神保健の現状と課題 

（地域保健・地域精神保健に係る関

係法規・関係施策）２ 

事前学習 
教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読
み、地域精神保健の現状と課題（概要・関係法規・関係施策）につ
いて調べる。 

事後学習 
教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読
み、地域精神保健に係る各々の法規の目的、国の責務、地方自治体
の責務、法の概要について理解を深める。 

第２７回 
地域精神保健の現状と課題 

（精神保健福祉に関する調査研究） 

事前学習 
教科書「精神保健福祉に関する調査研究」を読み、調査研究の方法
を理解する。 

事後学習 
授業を振り返り、量的研究・質的研究のちがいと、それぞれの分析
方法を理解する。 

第２８回 
第 6章 メンタルヘルスと精神保健
福祉士の役割 

事前学習 
教科書「メンタルヘルスと精神保健福祉士の役割」を読み、メンタ
ルヘルスと精神保健福祉士の役割について調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、精神保健福祉士が我が国の国民の心の健康問題に

果たしている役割を考察する。 

第２９回 
第 7章 精神保健にかかわる専門職
種の役割と連携 

事前学習 

教科書「精神保健にかかわる専門職種の役割と連携」「世界の精神

保健」を読み、精神保健にかかわる専門職種の役割と連携について
調べる。 

事後学習 

授業を振り返り、各々の専門職の資格取得方法、業務、活動領域に

ついて理解するとともに、連携の重要さと連携のポイントを理解す
る。また世界の精神保健に関する現状について理解を深める。 

第３０回 第 8章 世界の精神保健・授業評価 

事前学習 参考文献等を使用し、世界の精神保健調べる。 

事後学習 
教科書・配布資料等を利用し、世界の精神保健と我が国の精神保健

を比較するとともに、それぞれの国における精神保健を理解する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP3168 

２．授業担当教員 森田 和美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、１年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅰでは、自己覚知やコミュニケーションなど精神保健福祉士として必要な基本的技

術を学習し、終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）自己覚知 

２）基本的なコミュニケーション技術の習得 

３）基本的な面接技術の習得 

４）グループダイナミックス活用技術の習得 

５）情報の収集・整理・伝達の技術の習得 

６）課題の発見・分析・解決の技術の習得 

７）記録の技術の習得 

８）地域福祉の基盤整備にかかる事例を活用し、次に掲げる事柄について実技指導を行う 

 ①地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握 

 ②地域アセスメント 

 ③地域福祉の計画 

 ④ネットワーキング 

 ⑤社会資源の活用・整備・開発 

 ⑥サービス評価 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野に入れつつ、精神保健福祉士に求められる相談援助に

かかる基礎的な知識と技術について、次に掲げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技

術として概念化理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。 

①相談援助にかかる基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、地域福祉の基礎整備と開発の係る具体的な相談事例を体系的に取り上

げる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 

１ 自己覚知について 

２ 面接技術について 

３ ソーシャルワークの援助過程について 

その他、授業中に振り返りのレポートを課す 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版、2017。 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．面接を中心とした対人援助の基本（姿勢・技術）が理解できる。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１．授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２．授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業は、精神保健福祉士として必要な知識、理論を実践的に身に付けていくものです。他の授業で学んだ

ことを実践的、総合的に理解するためにも必要な授業となっています。精神保健福祉士を目指すためには、

真剣に授業に取り組むことが期待されます。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・オリエンテーション 

・精神保健福祉援助演習Ⅰのねらいの解説 

 － 専門職養成における演習の位置づけと目的を理解する 

事前学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱで学んだ

内容を振り返る。テキスト〔基礎編〕

序章～第１章「精神保健福祉援助演習

の目的」を熟読する。 

事後学習 
演習において身に付けたいことを書き

だす。 

第２回 

・自己理解を深める（１） 

 －自己覚知について理解する 

 －対人援助職における自己覚知の意義を考える 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕付章「自己理解を

深める」を熟読する。 

事後学習 自己覚知はなぜ必要かまとめる。 



 

 

第３回 

・自己理解を深める（２） 

 －ジェノグラム、エコマップなどマッピング技法を用いて自

己理解につなげる 

 －自分の価値観をみつめ、自分の価値観に基づく他者との関

係性のあり方を考える 

 －自己理解を深めたうえで、他者理解について考える 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕付章「自己理解を

深める」を熟読する。 

事後学習 

授業での実践を通して自分について考

えたことをまとめる。課題１を作成す

る。 

第４回 

・コミュニケーションの理解 

 －コミュニケーションの過程を理解する 

 －言語・非言語コミュニケーションについて理解し、その活

用方法を学ぶ 

－ロールプレイを用いてコミュニケーション技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅰ「基本的

込みにケーション」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第５回 

・クライエントに対する姿勢 

 － 人と人とが話をする際の距離についてロールプレイを通

じて学習する 

 －バイステックの７原則について実際の援助場面を想定して

理解を深める 

事前学習 
バイステックの７原則について復習す

る。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第６回 

・面接における技術：基本的応答技法 

 －単純な反射、言い換え、要約、明確化、感情の反射、開か

れた質問、閉じた質問等面接技術についてロールプレイ等を通

じて習得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅱ「基本的

面接技法」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第７回 
面接における技術：応用 

 －基本的応答技法を用いて事例に基づく面接を実践する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第８回 

情報の収集・整理・伝達の目的、原則、方法を学ぶ 

 －情報収集・整理・伝達の目的、原則、方法を理解する 

 －ロールプレイを用いて情報の収集・整理・伝達の技術を習

得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅳ「情報の

収集・整理・伝達」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第９回 

・課題の発見・分析・解決の技術の習得 

 －課題の発見・分析・解決方法を学ぶ 

 －ロールプレイを用いて課題の発見・分析・解決の技術を習

得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章「課題の発

見と分析」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第１０回 

・ソーシャルワークにおける記録について理解し、技術を習得

する 

 －記録の目的と方法を理解する 

 －事例を用いて記録を実践する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅵ「記録の

在り方」を熟読する。 

事後学習 事例を用いて記録する練習を行う。 

第１１回 

・ソーシャルワークの援助過程を理解する 

 －インテーク～終結までの過程とそれぞれの段階における必

要な姿勢、技術を理解する 

 －インテーク場面をロールプレイで実践する 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第 4 章Ⅰ「成長と

変化としての援助過程」Ⅱ「レパート

リーとしての基本的援助方法」を熟読

する。 

事後学習 学んだ事柄をまとめる。 

第１２回 

・ソーシャルワークの援助過程の実践：アセスメント 

 －アセスメントに必要な視点（ICF,ストレングスモデル）を

理解する 

 － ICF、ストレングスモデルに基づくアセスメントを実践

する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 学んだ事柄をまとめる 

第１３回 

・ソーシャルワーク援助過程の実践：支援計画立案～終結 

 －ニーズを基に支援計画を立案する 

 －モニタリング、終結、アフターケアの意義とその方法を理

解する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第１４回 

・グループダイナミクス活用技術を習得する 

 － グループダイナミクス理論を学ぶ 

 － ロールプレイを用いてグループダイナミクス活用技術を

実践する 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第３章Ⅲ「グルー

プワークの活用」第４章ⅡB「グルー

プワーク」を熟読する。ソーシャルワ

ーク演習Ⅱで学んだことを振り返る。 

事後学習 学んだことをまとめる。 

第１５回 

・地域福祉の基盤整備の実践に必要な技術を知る 

 － アウトリーチ、ニーズ把握、地域アセスメント、地域福

祉計画、ネットワーキング、社会資源について理解する 

・演習Ⅰのまとめと演習Ⅱへの課題 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰで学んだこと

を振り返る。 

事後学習 
演習Ⅰで学んだことを振り返り、身に

付いたことと今後の課題を書きだす。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP4170 

２．授業担当教員 森田 和美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、１年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅲでは、実習体験をソーシャルワーク概念に結びつけながら振り返るとともに、実

践モデル。アプローチを実践的に学び、終了した時点で、実習での体験を踏まえ精神保健福祉相談援助に係

る知識と技術について個別的な体験を一般化し、実践的な知識と技術として習得することを目的とする 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野にいれつつ、精神障害者の生活や生活上の困難につ

いて把握し、精神保健福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、次に掲げる方法を用いて実

践的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養

する。 

そのために、下記のような授業形態により行われる。 

①総合的かつ包括的な相談援助、医療と協働・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事例を体系的に取

り上げる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心

とした演習形態により行う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実習での振り返りを理論的に行っていくため、その都度実習の振り返りを事前にしてくることを課題とする。

課題は後日提出し、評価の対象となる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版。 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．実習の体験と理論を統合して理解できる。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１ 授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２ 授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神保健福祉士を目指して学んできた講義科目、演習科目、実習での体験の総まとめとなる授業です。学ん

できたことを結びつけて理解を深められるよう、また就職して働くに際して即戦力となれるよう、積極的な

態度で授業に参加することが期待されます。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・オリエンテーション 

・精神保健福祉援助演習Ⅱで学んだことの振り返りと演習Ⅲの

ねらいの解説 

事前学習 
精神保健福祉援助演習Ⅱで学んだこと

を振り返る。 

事後学習 演習Ⅲで学びたいことを書きだす。 

第２回 

・自己覚知、ソーシャルワーカーとしてのアイデンティティ 

－当事者との関わり等を通して気付いた自分自身と実習を通し

て身に着けたソーシャルワーカーとしてのアイデンティティを

振り返る。 

事前学習 

実習体験を通して気づいた自分自身に

ついてまとめる。テキスト〔基礎編〕

第２章Ⅰ「専門職としての価値と倫理」

を熟読する。 

事後学習 
授業でのディスカッション等を通して

の考察をまとめる。 

第３回 

・クライエントに対する姿勢：バイステックの７原則 

－実際の援助場面で学んだバイステックの７原則について振り

返る 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第２章Ⅱ～Ⅳ「相

談援助の対象」～「援助関係の形成」

を熟読する。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第４回 

・社会資源とその活用・調整・開発 

－当事者を支援するうえで、活用した社会資源とその活用方法

についてまとめ、発表する。関わった当事者の方たちに必要な

資源について考えるとともに、資源の調整・開発の方法を考察

する 

事前学習 
実習中活用した社会資源とその活用方

法についてまとめ、発表の準備をする。 

事後学習 発表を通して学んだことをまとめる。 



 

 

 

第５回 

・チームアプローチ（ネットワーキング、アウトリーチ） 

－チームアプローチを用いて支援した事例を振り返る 

 －チームアプローチを行う上で、精神保健福祉士がどのよう

な役割を担っていたかまとめる 

－自分自身が担った役割を振り返り、自己の課題を認識する 

事前学習 
実習中のチームアプローチの事例を記

入する。 

事後学習 授業を通して学んだことをまとめる。 

第６回 
ケースワーク（１）：ケースの振り返り 

―自分がかかわったケースを振り返る 

事前学習 
実習中記入したソーシャルワークケー

ス記録を見返す。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第７回 

ケースワーク（２）：ケースの振り返り、発表① 

―出会いの場面、情報収集の方法、アセスメント、プランニン

グ、支援の実施等ソーシャルワークの展開過程に沿って当事者

の方との関わりを振り返る 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第８回 

ケースワーク（３）ケースの振り返り、発表② 

出会いの場面、情報収集の方法、アセスメント、プランニング、

支援の実施等ソーシャルワークの展開過程に沿って当事者の方

との関わりを振り返る 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第９回 

ケースワーク（４）ケースの振り返り、発表③ 

出会いの場面、情報収集の方法、アセスメント、プランニング、

支援の実施等ソーシャルワークの展開過程に沿って当事者の方

との関わりを振り返る 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１０回 

ケースワーク（５）：ケースの振り返り、まとめ 

実習中の自身が行ったケースワークを振り返り、学んだことを

ソーシャルワークの価値、技術に結びつけてまとめる 

事前学習 学んだことを書きだす。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１１回 

ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（１） 

－ソーシャルワークアプローチについて復習する 

（ICF、バイオ・サイコ・ソーシャルモデル、ストレングスモ

デル。解決志向アプローチなど 

事前学習 
ソーシャルワークモデル、アプローチ

を復習する。 

事後学習 
実習中の体験とソーシャルワークモデ

ル、アプローチを結びつけて考察する。 

第１２回 

ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（２） 

ーソーシャルワークアプローチについて復習する 

（行動変容アプローチ、危機介入アプローチ、エンパワメント

アプローチ、リカバリーなど） 

事前学習 
ソーシャルワークモデル、アプローチ

を復習する。 

事後学習 
実習中の体験とソーシャルワークモデ

ル、アプローチを結びつけて考察する 

第１３回 
ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（３） 

実習の事例報告① 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１４回 
ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（４） 

実習の事例報告② 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１５回 
まとめ 

－精神保健福祉援助演習Ⅲで学んだことを振り返る 

事前学習 授業で学んだことを振り返る。 

事後学習 

精神保健福祉援助演習Ⅲで身に着けた

ことをまとめる。ワーカーとしての自

身のストレングス・課題をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（C） （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2183 

２．授業担当教員 藤島 薫・森田 和美 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実

習事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）実習の意義について理解する。 

２）個人の資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

３）実習施設・機関の概要及びその地域について理解し、明瞭な説明ができる。 

４）日本における精神保健福祉の現状を理解し、実習先でかかわる精神障害者への理解を深めるため、他の

講義で学んだ基礎知識を総括的に確認する。 

５）精神保健福祉士に求められる職業倫理と法的義務について理解し、実習においてそれらに基づく実践が

できる基礎を身につける。 

６）事前訪問に向けて準備を整え、事前訪問を実施する。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導および集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術

について具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応でき

る能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

第1回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す。 
１ 精神保健福祉に関わる知識の確認（実習コンピテンス確認テストに向けて基礎知識の確認） 

２ 自己の実習に対する動機、目標 
３ 配属された実習施設・機関の概要を調べレポートにまとめる（2000～4000字） 
＊予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に問

題解決力を培うように努めること。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 
精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、
2017。 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 
【参考書】 
精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 ２０１７年版』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．実習に向けての基礎知識が確認できている。 

２．実習に向けての自己の動機を言語化できる。 
３．基本的マナー、態度（敬語の使い方、提出期限を守る等）行える。 
○評定の方法 

１．授業中に課されるレポート 40％ 
２．実習配属に伴う提出物 20％ 
３．授業への積極的参加態度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は実習に直結しています。この授業期間中に、実習先の配属が決定し、具体的に実習に向けての学
習がスタートします。積極的な授業参加を期待します。 

13．オフィスアワー 後日通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅰのねらい、授業の進め方についての説
明 
・実習の流れの理解と実習に関する基本的ルールの確認（「実習の手引

き使用」） 

事前学習 
精神保健福祉援助実習指導の教
科書を購入する 

事後学習 

実習の手引きの実習の流れを再
確認し、実習の時期、日程等理解

する 

第２回 

・専門職養成における実習の意義を理解する 

：精神保健福祉士を目指すうえで、実習がなぜ大切なのか、また実習
で何を学ぶべきなのか理解を深める 
・専門職としての記録の意義を復習し、実習中の記録の書き方を学ぶ 

：以後実習記録の練習を授業内で行う 

事前学習 

テキスト第１章「精神保健福祉援
助実習の意義と特徴」・第２章「実

習の学習内容と基本的な流れ」を
熟読する 

事後学習 

授業で学んだことを受け、自己に
とっての実習に行く意義につい
て学習ノートにまとめる 

第３回 

・精神保健福祉士を目指している自己の動機に対する理解を深める 
：実習の意義と同時に、個人が持っている資格取得に対する動機を自

己の中で明確にするとともに、他人に対して説明できるようにする 

事前学習 
自分の資格取得動機を説明でき
るように準備する 

事後学習 

授業を受け再度自己の資格取得
動機について考える。自己の実習
の動機を学習ノートにまとめる 



 

 

第４回 

・事前学習の意義について理解する 
：事前学習で学ぶべきことを把握するとともに、その意義を理解する 
：実習コンピテンス確認テストについての説明 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認① 
・精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上
の困難について理解する 

：日本の精神保健福祉の歴史、精神保健福祉の現状、精神障害者が抱
える困難性について考える 

事前学習 

テキスト第３章Ⅲ「事前学習の意
義と目的」を熟読する 
精神保健福祉の歴史、精神科医療

の現状についてレポートにまと
める 

事後学習 
精神障害者のおかれている現状
について考えたことをまとめる 

第５回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認② 

・精神疾患の理解 
：主な精神疾患についての基礎知識を確認する 
精神保健福祉に関する基礎知識の確認③ 

・精神保健福祉に関する制度の理解 
：精神保健福祉士として必要となる制度についての知識を確認する 

事前学習 
与えられたテーマについてレポ

ートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足りな

かった点をまとめる 

第６回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認④ 
・精神保健福祉に関する技術の理解 
：面接の基本姿勢、面接技術などソーシャルワーカーとして必要にな

る基礎的技術について確認 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認⑤ 
・精神保健福祉に関する職業倫理と法的責務の確認 

：精神保健福祉士法、倫理綱領について、実習に結びつけて理解 

事前学習 
与えられたテーマについてレポ
ートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足りな

かった点をまとめる 

第７回 

・実習先を理解する 
：実習が可能な施設・機関の紹介と説明（「実習の手引き」使用） 

：実習先を理解する意義と理解すべき内容を把握 
※第７回～第 10回において、可能な場合は、外部機関の見学や外部講
師を招いての授業を実施し、実習先理解を深める 

事前学習 
テキスト第 8章「実習施設・機関
の概要」を熟読する 

事後学習 
実習可能な施設について確認す

る 

第８回 

・実習施設・機関の基本的理解 
：グループによる発表 医療機関 

〈精神科病院／総合病院精神科／精神科診療所／精神科デイケア施
設／アルコール専門病棟／認知症病棟〉 

事前学習 

グループで発表の準備をする 
テキスト第 9章Ⅰ「精神科病院」、

Ⅱ「精神科診療所」、Ⅳ「精神保
健医療福祉における多職種連携
とチームアプローチの実際」を熟

読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第９回 

・実習施設・機関の基本的理解 

：グループによる発表 障害者総合支援法に規定されている施設 
〈共同生活援助／相談支援事業・地域活動支援センター／就労継続支
援 A型／就労継続支援 B型／就労移行支援事業所〉 

事前学習 

グループで発表の準備をする 
テキスト第９章Ⅲ「障害福祉サー
ビス事業所」を熟読する 

テキスト第９章Ⅶ「地域社会の中
の実習施設・機関とアウトリー
チ、地域ネットワーク、社会資源

の活用・調整・開発」を熟読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第１０回 

・実習施設・機関の基本的理解 
：グループによる発表 行政 
〈精神保健福祉センター／保健所／市町村保健センター〉 

：実習施設・機関の理解に対するまとめ 
・実習コンピテンス（自己覚知を深める） 
：セルフアセスメントの実施 

事前学習 グループで発表の準備をする 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第１１回 

・実習先の配属 
：配属先実習施設・機関に関する情報収集 
：誓約書・個人調書等書類作成の意味の理解と作成（自己の実習目標

を明文化する） 

事前学習 
実習施設についてまとめた内容
を振り返る 

事後学習 個人調書作成 

第１２回 

・配属実習施設・機関に対する理解を深める 

：配属先実習施設・機関の利用者理解と援助方法 
：配属先実習施設・機関に関する情報収集 
：誓約書・個人調書等書類作成の意味の理解と作成（自己の実習目標

を明文化する） 

事前学習 
配属先についてホームページ等

を用いて情報を収集する 

事後学習 個人調書の書き直し、清書 

第１３回 

・配属先実習施設・機関に関する理解 

：実習施設の概要をまとめる 
・事前訪問に向けた準備 
：事前訪問の目的と意義の確認 

：基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 

配属先についてさらに情報を収
集する 

テキスト第 3 章ⅤA「見学実習・
現場体験学習」第５章「配属実習」
を熟読する 

事後学習 
見学実習の目的と意義をまとめ
る 

第１４回 

・配属先実習施設・機関に関する理解 

：実習施設の概要をまとめる 
・事前訪問に向けた準備 
：事前訪問の目的と意義の確認 

：基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 

実習施設の概要をまとめる 
見学実習で確認したいことを書
き出す 

事後学習 

見学実習の注意事項を振り返る 
実習先に見学実習の確認、挨拶の

連絡をする 

第１５回 

・事前訪問の総括 
・学習のまとめ 
・精神保健福祉援助実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 
見学実習報告書を作成する 
見学実習に対するお礼状を書く 

事後学習 
精神保健福祉援助実習指導Ⅰで
学んだことを振り返る 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 



 

 

実習/実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連 ＊おおよその目安、変動あり 

実習配属に関する 
個別面談実施 

10月下旬ごろ
から 

第 2回～第 3回あたり 

施設実習配属発表 12月 第 8回～第 9回あたり＊個人調書の作成 

セルフアセスメント第１回の実施  授業後半で実施 

「実習施設・機関の調査」 
レポート提出 

1月 配属先発表後 

実習コンピテンス確認テストⅠの
問題配布 

1月 
第１５回目の授業 

（春休み中に予習する） 

事前訪問第１回目の実施 ２月 学生各自日程調整して実施 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ（編入生） （2 単位） 

３．科目番号 SCMP3184 

２．授業担当教員 大山 勉 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実
習事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 
精神保健福祉援助実習指導Ⅱは、ソーシャルワーク基礎実習に向けての具体的な準備、事後学習、精神保
健福祉援助実習第一段階の準備を行い、終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 
１）実習コンピテンステストを実施し、実習に必要な基礎的知識の定着を図る。 
２）実習計画の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 
３）事前訪問を実施し、実習生、授業担当教員、実習指導者（スーパーバイザー）との協議を踏まえた実習

計画を完成させる。 
４）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術習得のための具体的方法について理解する。 
５）個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 
６）スーパービジョンについて理解し、適切なスーパービジョンを受ける準備をする。 
７）記録の意義について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 
８）実習目標と実践を照合し自己評価して、自己の課題を明瞭に説明できる。 
９）実習を総合的に評価し、課題を明確化、文書化できる。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導及び集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術に

ついて具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応で

きる能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 

１．実習コンピテンス確認テストⅠ・Ⅱ（合格点に達するまで再テストを行う） 
２．配属された実習施設・機関の概要を調べレポートにまとめる（2000～4000字） 
３．実習施設の概要、実習プログラム（案）の作成 

＊予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に
問題解決力を培うように努めること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 
『新版精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出
版、（この教科書は「精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」共通）2017。 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 
【参考書】 

精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 ２０１７年版』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．実習に向けて必要になる事前知識が身についている。 
２．実習に必要な書類の準備ができる。 
３．実習事後に実習での学びを言語化できる。 

○評定の方法 
１．実習コンピテンス確認テスト 20％ 
２．実習に伴う提出物 30％ 

３．実習事後の振り返りのための課題 20％ 
４．授業への積極的参加態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は実習に直結しています。この授業期間中に、実習先の配属が決定し、具体的に実習に向けての

学習がスタートします。積極的な授業参加を期待します。 

13．オフィスアワー 後日通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅰの振り返りと確認 
・精神保健福祉援助実習指導Ⅱの講義内容、進め方の

説明 
：実習までの流れの確認 

事前学習 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰで学んだことを振
り返る 
実習コンピテンス確認テストの実施に向けて自

己学習を行う 

事後学習 
実習に向けての課題を書きだし、実習までに解消

する方法を考える 

第２回 

・実習記録の理解 
：実習記録の意義・書き方を理解する 
：実習記録の取り扱い等に関する説明 

事前学習 テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 日々の出来事を選択し、実習記録に記入する 

第３回 

・相談援助技術の理解と実習における実践 

：実習場面において必要となる精神保健福祉士として
の技術を学ぶ 
・実習記録の理解② 

：実習記録の書き方演習 

事前学習 
精神保健福祉士として必要な技術について復習

する 

事後学習 
授業で学んだことをまとめる 
実習までにやるべき自分の課題を書き出す 



 

 

第４回 

・ケースワーク記録の理解 
：個別援助実践の意義を理解する 
：ケース記録の意義を理解する 

：ケース記録の全体を把握する 

事前学習 
『学習の手引き』のケースワーク記録見本に目を
通す 

事後学習 
実習において個別援助を実践する意味について

まとめる 

第５回 

・ケースワーク記録の理解 
：アセスメントについて 

：ジェノグラムとエコマップについて 
：事例を用いてケース記録書き方演習 

事前学習 アセスメントとは何か調べる 

事後学習 

自分に対するジェノグラムとエコマップを作成
する 
授業で学んだことを活かして、ケースワーク記録

に記入する 

第６回 

・ケースワーク記録の理解 

：プランニング・インターベンションと評価について 
：事例を用いてケース記録書き方演習 

事前学習 プランニングとは何か調べる 

事後学習 
授業で学んだことを活かして、ケースワーク記録
に記入する 

第７回 
・ケースワーク記録の理解 
：事例を用いたケースワーク演習① 

事前学習 
あらかじめ配布された事例を読み、わからない用
語を調べる 

事後学習 
授業で学んだことを活かして、ケースワーク記録
に記入する 

第８回 
・ケースワーク記録の理解 
：事例を用いたケースワーク演習② 

事前学習 
あらかじめ配布された事例を読み、わからない用

語を調べる 

事後学習 
授業で学んだことを活かして、ケースワーク記録

に記入する 

第９回 

・実習プログラミングシートの理解 
・個人情報の保護 
：個人情報保護法、精神保健福祉士法、倫理綱領など

専門職における秘密保持義務を理解する 

事前学習 
実習の手引きにある実習プログラミングシート
に目を通す 

事後学習 

実習において秘密を保持する必要性やそれが困
難となる場面などを想定しどのように対応すべ

きか、考察を深める 

第１０回 

・それぞれの実習における課題を理解する 

：実習の手引きに書かれた内容を理解するとともに、
自己の実習課題を再確認する 

事前学習 
『実習の手引き』のそれぞれの実習の目的に目を
通す 

事後学習 実習で何を学びたいか学習ノートに書き出す 

第１１回 

・実習配属先について理解を深める 

：配属先実習施設に関する情報収集 
：施設の概要、実習計画の作成について理解する 

事前学習 
『学習の手引き』の実習施設の概要、実習プログ

ラム（案）見本に目を通す 

事後学習 
配属先実習施設についてホームページ等を利用

して情報を収集する 

第１２回 

・実習施設の概要、実習プログラム（案）の作成 

：自己の実習の意義、目的を再確認する 
：実習施設の概要、実習プログラム（案）の記入と添
削・確認 

事前学習 
実習施設の概要、実習プログラム（案）を作成す
る 

事後学習 
施設の概要、実習計画について、添削された箇所
を再度修正する 

第１３回 

・スーパービジョンと巡回指導の理解 
：スーパービジョンについて理解する 
：巡回指導の目的と内容を理解する 

・実習計画の完成 
：スーパーバイザーとの協議に関する説明と確認 

事前学習 テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 
実習巡回教員への挨拶用紙の記入をし、各自実習
巡回教員に挨拶に行く 

第１４回 

・事前訪問に向けた準備 
：事前訪問の目的と意義の確認 

：実習計画においてスーパーバイザーと協議したい点
の確認 

事前学習 テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 
見学実習の目的と意義をまとめる 

見学実習の日程調整を各自行う 

第１５回 

・学習のまとめ 
・実習における契約構造の説明と実習生の義務、権利

について確認 
・SW基礎実習／精神保健福祉援助実習第一段階に向け
て最終確認 

事前学習 施設実習までの課題を書きだす 

事後学習 
実習記録への記名等実習に向けての最終的な準
備を行う 

 

 

実習及び実習コンピテンス関係の流れ ※編入生の状況により異なる 

実習コンピテンス確認テストⅠ・Ⅱの実施 授業初期～中盤 

ソーシャルワーク基礎実習 配属先決定 10～11月頃 

実習施設・機関の概要レポート作成 配属先決定後 

セルフアセスメントシートの実施 授業初期～中盤 

ソーシャルワーク基礎実習事前訪問 授業終盤 

ソーシャルワーク基礎実習 春休み期間 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ（C） （2 単位） 

３．科目番号 SCMP3185 

２．授業担当教員 藤島 薫・森田 和美 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実習

事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅲは、精神保健福祉援助実習第一段階の帰校指導の役割りも兼ね、実習の振り返 

りを行い、実習における学びを深める。また、精神保健福祉援助実習第指導Ⅱに向けての準備、事後学習も

行い、終了した時点で次のことを達成していることが期待される。 

１）実習計画の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 

２）事前訪問を実施し、実習生、授業担当教員、実習指導者（スーパーバイザー）との協議を踏まえた実習

計画を完成させる。 

３）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術習得のための具体的方法について理解する。 

４）記録の意義について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 

５）実習中に行う事例について検討し、支援計画の立案を実践的に理解する 

６）実習中の利用者との関わりを振り返り、自己覚知を深める 

７）実習目標と実践を照合し自己評価して、自己の課題を明瞭に説明できる。 

８）実習を総合的に評価し、課題を明確化、文書化できる。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導及び集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術につ

いて具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応でき

る能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことができ

る能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第1回目に、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す。 

１．実習体験における事例  

２．第一段階実習の進捗状況（帰校指導報告書の作成２回） 

３．第一段階実習の総括レポート（実習報告書） 

４．第二段階実習の総括レポート（実習報告書） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新版精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『新版精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、2017。 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．２種の実習の振り返りから学びと課題を整理、言語化できる。 

２．実習に際して必要な提出物（帰校指導記録その他）を期限を守り提出できる。 

３．実習に向けての準備を行える。 

○評定の方法 

１．授業時の提出物 20％ 

２．レポート（実習総括レポート）50％ 

３．授業への積極的参加態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、実習と連動して精神保健福祉士としての実践力の向上に焦点を置いて授業を進める。学生の

積極的な授業参加を期待する。 

13．オフィスアワー 別途、連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅱの振り返りと確認 

・本講義内容、進め方の説明 

・援助実習開始に向けて 

：援助実習の目的、課題を再度確認する 

：実習プログラムの確認 

事前学習 
精神保健福祉援助実習第一段階に必要な事柄

を整える 

事後学習 
実習の手引き「精神保健福祉援助実習第一段

階」の項目を熟読し、理解を深める 

第２回 

・実習の振り返り 

：実習実施上の問題点等について検討 

・ソーシャルワークケース記録の理解 

：ケース記録の意義を理解する 

：ケース記録の全体を把握する 

事前学習 実習において課題を抱えている点を書きだす 

事後学習 
『学習の手引き』にあるソーシャルワークケー

ス記録に目を通す 



 

 

第３回 

・実習の振り返り 

：実習実施上の問題点等について検討 

・ソーシャルワークケース記録の理解 

：アセスメントについて 

：ジェノグラムとエコマップについて 

事前学習 実習において課題を抱えている点を書きだす 

事後学習 
実習で担当しているケースについて収集した

情報をケースワークシートに記入する 

第４回 

・実習の振り返り 

：実習実施上の問題点等について検討 

：帰校指導記録の作成 

・ソーシャルワークケース記録の理解 

：プランニング・インターベンションと評価について 

事前学習 

実習において課題を抱えている点を書きだす 

帰校指導記録用紙に実習の進捗状況を記入す

る 

事後学習 

実習で担当しているケースについて収集した

情報をケースワークシートに記入し、アセスメ

ントのうえ、支援計画について考える 

帰校指導記録用紙のまとめを記入する 

第５回 

・実習の振り返り 

：実習実施上の問題点等について検討 

・ソーシャルワークケース記録の理解 

：インターベンションと評価について 

・社会福祉専門職についての理解 

：実習施設・機関で行われる各種手続きについてまと

める 

：実習施設・機関で行われる相談援助業務についてま

とめる 

事前学習 

実習において課題を抱えている点を書きだす 

実習中必要となった制度や相談援助業務につ

いてまとめる 

事後学習 

実習で担当しているケースについて収集した

情報をケースワークシートに記入し、アセスメ

ントのうえ、支援計画について考える 

授業を通して、制度や相談援助業務について確

認した事項を追記する 

第６回 

・実習の振り返り 

：実習実施上の問題点等について検討 

：帰校指導記録の作成 

・連携についての理解 

実習施設・機関と社会資源、関係機関との連携につい

てまとめる 

事前学習 

実習において課題を抱えている点を書きだす 

実習中連携をした機関やそれぞれの役割につ

いて気づいた点を書きだす 

帰校指導記録用紙に実習の進捗状況を記入す

る 

事後学習 
授業を通して学んだ点をまとめる 

帰校指導記録用紙のまとめを記入する 

第７回 

・事例検討について 

：事例検討の意義と方法を理解する 

・実践事例の報告と検討 

：担当している事例についての報告と意見交換 

事前学習 体験している事例について報告の準備をする 

事後学習 
報告された事例について学びとなった点をま

とめる 

第８回 

・実践事例の報告と検討 

：担当している事例についての報告と意見交換 

・実習の振り返り 

：実習総括レポート（実習報告書）の作成について説

明 

・実習のまとめに向けて 

：基礎実習から援助実習を通して、学んだことと課題

を振り返る 

：実習終了に向けて必要事項の確認（記録の提出等） 

事前学習 

体験している事例について報告の準備をする。

テキスト第 6 章Ⅲ「課題の整理と総括レポー

ト」Ⅳ「実習報告会および実習報告集」を熟読

する 

事後学習 
実習終了に向けて必要なことを確認する 

実習総括レポートの準備をする 

第９回 

・実習の振り返り 

：実習評価の意義について理解を深め、自己評価を行

う 

：ソーシャルワーカーとしての自分について理解を深

める（自己の価値観が実習中利用者とのかかわりにお

いてどのように反映したか考えをまとめる） 

・第二段階実習に向けての準備 

：個人調書の準備 

：配属先に関する情報収集  

事前学習 実習テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 

実習総括レポートを作成する 

第二段階実習先に提出する個人調書を作成す

る 

第１０回 

・第二段階実習に向けての準備 

：第二段階実習における実習課題の説明 

：実習施設概要の作成 

：実習プログラム（案）の作成  

事前学習 

実習の手引き「第二段階実習」について目を通

す 

第一段階実習を振り返り、第二段階実習に向け

ての自己の課題を明確にする 

事後学習 実習施設概要、実習プログラム（案）の作成 

第１１回 

・第二段階実習に向けての準備 

：実習施設概要、実習プログラム（案）完成  

・事前訪問に向けた準備 

：事前訪問の目的と意義の再確認 

：基本的態度と訪問時の注意事項の再確認 

：スーパーバイザーと協議したい事柄を明確にする 

事前学習 実習施設概要、実習プログラム（案）の手直し 

事後学習 

実習施設の概要の完成 

事前訪問時にスーパーバイザーと協議したい

事柄をまとめる  



 

 

第１２回 

・事前訪問の総括 

：実習計画に関するスーパーバイザーとの協議事項の

確認とそれを踏まえての計画書の完成 

・第二段階実習における最終確認 

：学習のまとめと、第二段階実習に向けての課題整理 

・第二段階に向けた事前学習まとめ 

：精神科医療機関における制度（入院制度、保険制度

等）及びワーカーの役割を確認する 

：社会復帰施設や就労支援に関する制度（障害者総合

支援法、障害者雇用促進法等）、ワーカーの役割を確認

する 

事前学習 

事前訪問報告書を作成する 

精神保健福祉法、障害者総合支援法等必要な事

柄を箇条書きにする 

事後学習 

実習プログラム（案）を完成させる 

実習施設概要、実習プログラム（案）を実習施

設に持参し、指導者と協議する。 

配属先に即した実習中必要となる制度につい

てまとめ、実習に備える 

第１３～

１５回 

※ 第二段階実習の事後学習として、実習終了後実施

します。日程については後日通知します。 

第二段階実習事後学習 

：実習の振り返り 

：実習総括レポート（実習報告書）の作成 

：実習報告 

事前学習 
第二段階実習で学んだことを振り返る 

実習総括レポート及び発表の準備をする 

事後学習 
実習報告を通して、再度自己の実習での学びを

振り返りまとめる 

 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

実習/実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連 ＊おおよその目安、変動あり 

第一段階実習開始 10月第１週より 第１回の週に開始 

帰校日指導 
10月～12月に 

２回実施 
第４回、第 6回あたりに実施 

第一段階実習終了 12月中旬 第 8回～第 9回あたりで終了 

第二段階実習先決定・発表 12月初旬 第 6回～第 8回あたりで発表 

★実習先「施設概要」下書き提出 １月初め 第 10～第 12回あたり、１月最初の授業で持参する 

セルフアセスメントの実地 １月後半 第二段階実習前に実施 

第二段階実習先事前訪問 2月初め ２月初めの授業補講期間等を利用して学生個別に実施 

第二段階実習事後指導 3月下旬 第 13回～第 15回 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉論Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2128 

２．授業担当教員 大山 勉 

４．授業形態 講義、課題の発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神障害者の生活支援の意義と特徴及び精神障害者の居住支援に関する制度・施策と相談援助活動につい

て理解する。加えて、 職業リハビリテーションの概念及び精神障害者の就労支援に関する制度・施策と相談

援助活動（その他の日中活動 支援を含む）、 行政機関における精神保健福祉士の相談援助活動について理解

することを目的とする。 

８．学習目標 

以下について理解し、説明できるようになることを求める。 

①  精神障害者の概念について理解する 

②  精神障害者の生活の実際について理解する 

③  精神障害者の生活と人権について理解する 

④  精神障害者の居住支援について理解する 

⑤  精神障害者の就労支援について理解する 

⑥  精神障害者の生活支援システムについて理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

割り当てられた範囲について調査及びディスカッションを行い、レポート等を作成・提出及び発表をする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

福祉臨床シリーズ編集委員会 編『精神保健福祉士シリーズ 8 精神障害者の生活支援システム <第 3版>』,

弘文堂.  

【参考書】 

必要に応じて授業の中で通知する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

精神障害者の生活支援の意義と特徴及び精神障害者の居住支援に関する制度・施策と相談援助活動につい

て理解する。加えて、 職業リハビリテーションの概念及び精神障害者の就労支援に関する制度・施策と相談

援助活動（その他の日中活動 支援を含む）、 行政機関における精神保健福祉士の相談援助活動についての、

基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題提出・発表、期末試験を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題提出・発表     総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

初回授業で受講ルールの詳細を説明する。したがって受講希望者は必ず第 1回の授業に出席すること。 

精神保健福祉士の倫理・技術等を含むその存在意義は、精神障害のある人たちのためにある。したがって、

倫理・技術が単独で存在することはない。つまり、精神障害のある人たちの生活実態や状況を知り、その支

援を如何に良いものとしていくかという志向が必要となる。本講義は精神障害のある人たちのおかれた、お

かれている状況を理解することから始める。そして受講生諸君が「精神障害がある人たちへの支援が如何に

あるべきか」を考える起点としていただきたい。 

13．オフィスアワー 授業の中で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

授業概要について 

事前学習 シラバス、教科書の通読 

事後学習 精神保健福祉とは何かについて調べてくる 

第２回 

精神障碍者の生活支援とは何か 

 ・精神障害とは 

 ・障害の概念 

 ・生活支援の意味を考える 

 ・地域生活支援活動の経過と現状 

  ・今後の課題 

事前学習 
教科書 pp.2～13を読み、精神障碍者の生活支援について

調べる。 

事後学習 
教科書 pp.2～13を読み、精神障碍者の生活支援に関する

国試過去問を解いて理解を深める。 

第３回 
精神障害者の基本的理解―１ 

 ・精神障害者の定義と特性 

事前学習 
教科書 pp.16～20 を読み、精神障害者の定義と特性の主

な内容について調べる。 

事後学習 
教科書 pp.16～20 を読み、精神障害者の定義と特性に関

する国試過去問を解いて理解を深める。 

第４回 

精神障害者の基本的理解―２ 

 ・人間存在としての精神障害者 

 ・生活者としての精神障害者 

事前学習 
教科書 pp.20～29 を読み、生活者としての精神障害者に

ついて調べる。 

事後学習 
教科書 pp.20～29を読み、生活者としての精神障害者（事

例問題等）に関する国試過去問を解いて理解を深める。 

第５回 

精神障害者の生活 

 ・精神障害者の生活実態 

 ・生活状況の事例 

 ・精神障害者と家族の関係 

事前学習 
教科書 pp.32～52 を読み、精神障害者の生活について調

べる。 

事後学習 
教科書 pp.32～52 を読み、精神障害者の生活（事例問題

等）に関する国試過去問を解いて理解を深める。 



 

 

第６回 

精神障害者の生活と人権―１ 

 ・精神障害のある人の権利をめぐる状況 

 ・地域生活における精神障害者の人権 

事前学習 
教科書 pp.54～65 を読み、精神障害者の生活と人権につ

いて調べる。 

事後学習 

教科書 pp. 54～65を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の生活と人権）に関する国試過去問を解

いて理解を深める。 

第７回 

精神障害者の生活と人権―2 

 ・精神保健福祉士に求められる権利擁護の

視点と役割 

 ・精神障害のある人の権利を護るシステム 

事前学習 
教科書 pp.66～78 を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の生活と人権）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.66～78 を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の生活と人権）に関する国試過去問を解

いて理解を深める。 

第８回 

精神障害者の居住支援―１ 

 ・精神障害者にとっての住生活の意味 

 ・居住支援制度の概要 

・居住支援における専門職の役割と機能 

事前学習 
教科書 pp.80～94 を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の居住支援）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.80～94 を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の居住支援）に関する国試過去問を解い

て理解を深める。 

第９回 

精神障害者の居住支援―2 

 ・住居支援事例 

 ・住居支援における近年の動向と課題 

 ・住居支援の担い手と連携・協働 

事前学習 
教科書 pp.94～109を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の居住支援）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.94～109を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の居住支援）に関する国試過去問を解い

て理解を深める。 

第１０回 

精神障害者の就労支援―１ 

 ・精神障害者にとっての就労の意味 

 ・就労支援制度の概要 

 ・就労支援にかかわる専門機関・専門職の

役割と機能 

事前学習 
教科書 pp.112～131 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（精神障害者の就労支援）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.112～131 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（精神障害者の就労支援）に関する国試過去問を解

いて理解を深める。 

第１１回 

精神障害者の就労支援―2 

 ・就労支援―連携と支援システムづくり 

 ・就労・雇用支援事例 

 ・就労支援における近年の動向と課題 

事前学習 
教科書 pp.131～144 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（精神障害者の就労支援）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.131～144 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（精神障害者の就労支援）に関する国試過去問を解

いて理解を深める。 

第１２回 

地域社会における生活支援システム 

 ・地域支援システム構築の意味 

 ・精神障碍者のピア活動 

 ・家族の動向 

 ・地域生活支援事業とは 

 ・医療機関の役割と機能 

 ・行政機関の役割と機能 

 ・相談支援の成り立ち 

 ・生活支援づくりの事例 

 ・ソーシャルサポート・ネットワークの今

後の課題 

事前学習 

教科書 pp.146～198 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（地域社会における生活支援システム）について調

べる。 

事後学習 

教科書 pp.146～198 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（地域社会における生活支援システム）に関する国

試過去問を解いて理解を深める。 

第１３回 

行政における相談援助 

 ・市町村における相談援助の担い手 

 ・市町村における相談援助の事例 

 ・広域行政機関 

 ・広域行政機関における事例 

事前学習 
教科書 pp.200～221 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（行政における相談援助について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.200～221 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（行政における相談援助）に関する国試過去問を解

いて理解を深める。 

第１４回 

精神障害者と現代社会 

 ・あたりまえの生活を目指して 

 ・市民としていきる 

 ・ソーシャルインクルージョンの 

理念と現代社会 

事前学習 
教科書 pp.224～240を読み、社精神障害者と現代社会 

について調べる。 

事後学習 
教科書 pp.224～240 を読み、精神障害者と現代社会に関

する国試過去問を解いて理解を深める。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでの学習内容について配布資料やノート等を見直

し、理解不足な点がないか調べる。 

事後学習 
これまでの学習内容について配布資料やノート等を見直

し、理解不足な点がないか確認する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
世界史 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1328 

GELA1348 
２．授業担当教員 宮田 繁幸 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

歴史を学ぶということは過去を記憶することのみにとどまるものではない。それを踏まえ、現在をどのよ

うに生き、さらに未来をどう構築していくのかについて主体的に考えることである。つまり、現存の社会、

経済、政治制度、文化、思想、技術などがどのように形成されてきたのか、それを今後どのようにしていく

のかについて、総体的に捉えることが必要である。各地域の歴史、文化、民族などは共通する部分もあるが、

基本的にはそれぞれが異質な存在であるととらえた方がそれらに対し真摯である。世界史の授業では、様々

な地域の歴史を学ぶことを通して、各地域の文化や民族の特質を理解し、多文化共生社会の実現に向けて必

要となる知識や教養を身に付けることを目的とし、 

受講生の興味・関心のある課題を取り入れながら授業を進めていくことにしたい。 

８．学習目標 

大きな目標は４点である。 

１ 平和を維持するため、戦争を起こさないための強い気持と行動力を形成し、実践に活かすことができる。 

２ 現代にいたる歴史の概要を理解し、説明することができる。 

３ それぞれの地域、文化、民族の特質を理解し、説明することができる。 

４ 多文化が共生するためには相互理解が必要であることを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1 各授業において課題を設定し、次回授業時に提出を求める 

2 中間レポート：第6回、第11回授業時にそれまでの内容に応じた課題でレポートの提出を求める 

3 期末レポート：全授業終了後に課題を発表し期末レポートの提出を求める 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

「世界の歴史」編集委員会編「新もういちど読む山川世界史」山川出版社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

１．世界史に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の５０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習は行うこと。 

2．授業で扱ったすべてのプリント類はいつでも参照できるようまとめ、期末までなくさないこと。 

3. スマートフォン・携帯電話の電源を切り授業に臨むこと。 

4. 授業中の私語は決してしないこと。 

5. 不明な点は、授業中または授業後に教員に質問すること。 

6. 授業に際しては、どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：シラバス解説、序論 

事前学習 

今まで学習してきた世界史で疑問に思った

ことを整理しておく。教科書の PP.1～12 を

読んでおく。 

事後学習 
授業での重要ポイントをノートに整理して

おく 

第２回 古代Ⅰ：オリエント、ギリシア・ローマ 

事前学習 
教科書の pp.17～35 を読み、不明な用語等を

調べておく 

事後学習 
古代オリエント、ギリシア・ローマの文明が

その後の世界に与えた影響をまとめておく 

第３回 古代Ⅱ：古代中国（商～漢） 

事前学習 
教科書の pp.43～54 を読み、不明な用語等を

調べておく 

事後学習 
中国の伝統思想、儒家、法家、道家などにつ

いてその特徴をまとめておく 

第４回 中世Ⅰ：中世東アジア① 三国～宋 

事前学習 
教科書の pp.61～73 を読み、不明な用語等を

調べておく 

事後学習 
魏晋南北朝から宋代に至る政治・社会の変化

をまとめておく 

第５回 中世Ⅱ：中世東アジア② 元～清 

事前学習 教科書 pp.73～88 を読んでおく 

事後学習 
元から清王朝までの変遷と、完成した中華帝

国の特徴をまとめておく 

第６回 
中世Ⅲ：イスラム世界 

中間レポート①提出 

事前学習 
教科書の pp.89～103 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 
イスラム世界拡大の概要を整理し、イスラム

教の特徴をまとめておく 

  



 

 

第７回 中世Ⅳ：中世ヨーロッパ：カトリック教会と十字軍 

事前学習 
教科書の pp.104～124 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 

中世ヨーロッパにおけるカトリック教会の

意義と十字軍運動の影響についてまとめて

おく 

第８回 近代Ⅰ：大航海時代、ルネサンス 

事前学習 
教科書の pp.129～140 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 
大航海時代とルネサンスが残した影響につ

いてまとめておく 

第９回 近代Ⅱ：宗教改革、絶対王政 

事前学習 
教科書の pp.140～158 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 

プロテスタント各派とカトリック側の対抗

措置を整理しておく。主要国の絶対王政につ

いてまとめておく 

第１０回 近代Ⅲ：市民革命、産業革命 

事前学習 
教科書の pp.159～193 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 

18 世紀～19 世紀の各国の革命の重要点をま

とめておく。産業革命について、その後の政

界に与えた影響を整理しておく 

第１１回 
近代Ⅳ：欧米列強の進出とアジア 

中間レポート②提出 

事前学習 
教科書の pp.194～212 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 
オスマン帝国、インド、清朝を中心に欧米列

強の進出の概要をまとめておく 

第１２回 現代Ⅰ：帝国主義と第一次世界大戦 

事前学習 
教科書の pp.217～240 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 
アジアの民族運動と第 1次世界大戦について

まとめておく 

第１３回 現代Ⅱ：ベルサイユ体制から第 2 次世界大戦 

事前学習 
教科書の pp.241～268 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 

第 2 次世界大戦の原因と結果についてまと

め、再び繰り返さないためには何が重要か、

自分の考えを整理する 

第１４回 現代Ⅲ：戦後世界 

事前学習 
教科書の pp.269～300 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 
セイン伍の世界構造の構築とその変容につ

いてまとめておく 

第１５回 
現代Ⅳ：21 世紀の世界 

期末レポート提出 

事前学習 
今まで学習した内容を振り返り、世界史学習

の意義について考えておく 

事後学習 
これからの世界の歴史をどう構築していき

たいか、自分の理想をまとめておく 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
総合的な学習の時間の指導法（中等）（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2465 

SCMP2465 

SBMP2465 

SPMP2465 

EDTS2311 

２．授業担当教員 攪上 哲夫 

４．授業形態 講義・グループ協議・発表・レポート作成など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

「総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、実
社会・実生活の課題をよりよく解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成を目指す」学習
であることを理解し、生徒に指導できるようにするための探究学習に関する基礎的な知識・技能を身に付け

るとともに、学校において編成する指導計画や指導方法のあり方、考え方を習得し、実践できる資質･能力を
身に付けるようにする。 

８．学習目標 

1. 総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解する。 

2. 総合的な学習の時間の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎的な能力を身に付け
る。 

3. 総合的な学習の時間の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート  

①第5回までに学んだ内容に関するレポートを課します。（具体的課題については授業内で示します） 

②課題ごとのレポートを課します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

文部科学省『学習指導要領解説編 総合的な学習の時間』東洋館出版 

【参考書】 

文部科学省「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」教育出版社 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方、指導計画作成の考え方 

指導と評価の考え方などについて、説明できるとともに、実践上の留意点を身に付ける。 

○評定の方法 

各時間の学習記録･レポート ５０％、授業に臨む態度（発言･発表）３０％  演習課題 ２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 総合的な学習の時間は、新学習指導要領の意図が反映されています。総合的な学習の時間を通して、中学

生にどのような資質能力を育成していくか、新しい視点をもって学んでいきましょう。 

13．オフィスアワー  初回授業時に伝えます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテェーション 
・総合的な学習の時間の学習経験を基に、学習からどの
ようなことを学び，身に付けたのか、相互に発表し合い、
総合的な学習の時間の指導における、教員の役割を考え
る。 

事前学習 
シラバスを読んでおく。過去の｢総合的な学
習の時間｣の学習経験を思い出す。 

事後学習 
総合的な学習の時間の指導における教員の
役割をまとめる。 

第２回 

総合的な学習の時間の意義 
・前時で考えた教員の役割が、総合的な学習の時間の目
的に照らして望ましいものになっているか，資料を調
べ、グループで話し合い、発表し合う。 

事前学習 
今、求められる力について，参考書を基に考
えてくる。 

事後学習 

総合的な学習の時間の指導で、実社会・実生
活の課題をよりよく解決し、自己の生き方を
考えていくための資質・能力の育成を目指す
学習にすることについて，考えをまとめる。 

第３回 

総合的な学習の時間の目標 
・総合的な学習の時間の意義を実現するために、どのよ
うな資質･能力を育成すれば良いのかについて、資料を
調べ、グループで話し合い、考えを発表し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え
方を働かせ、横断的・総合的な学習を行う学
習であることを、参考書を読み、まとめる。 

第４回 

教育課程において果たす役割 
・各教科で身に付けた力を活用して、実社会･実生活の
課題を探究する汎用的な資質･能力を育てる学習として
位置付いているか、資料を基に調べ、どのように学習を
進めればよいのか話し合い、発表し合う。 

事前学習 
各教科で身に付ける見方･考え方と総合的な
時間で身に付ける資質･能力について、学習
指導要領を基に調べておく。 

事後学習 
各教科で身に付けた力を活用して、実社会･
実生活の課題を探究する汎用的な資質･能力
を育てる学習であることまとめる。 

第５回 

総合的な学習の時間で育てる資質･能力 
・総合的な学習の時間は、実生活や実社会の課題を生徒
の探究能力に合わせ、課題解決を図る学習であることを
調べ、探究の学習過程を身に付けさせるための能力や方
策について考え合い、発表する。 

事前学習 
各教科を越えて必要となる基礎的な能力と
は何かについて教科書を読んでおく。 

事後学習 
探究過程で、必要な興味関心、学習意欲、追
究の方法などについて、学習結果を基にまと
める。 

第６回 

各学校が定める総合的な学習の目標 
・各学校の教育課程の目標をどのように実現したら良
いか、教育課程論で学んだカリキュラムマネジメントを
想起させる資料を活用し、総合的な学習にふさわしい目
標設定ができるよう，グループで話し合い、目標作りを
行って、発表し合う。 

事前学習 
学校で総合的な学習の目標や内容を定める
歳の考え方について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
カリキュラムマネジメントの考え方を復習
し、目標設定で話し合われたことについて整
理しておく。 

第７回 

各学校で定める学習内容 
・総合的な学習の時間の内容は、学校の 教育目標･地
域の環境・生徒の実態等を考慮して定める必要があるこ
とを教科書や参考書を調べ、理解するとともに、どのよ
うな内容が生徒の発達について望ましいのか話し合い、
発表する。 

事前学習 
総合的な学習としてふさわしい内容につい
て、教科書で扱われている内容について読ん
でおく。 

事後学習 
内容を定める条件を整理するとともに、学習
対象となる内容について教科書や話し合い
を基に，まとめる。 



 

 

第８回 

総合的な学習の時間の学習指導 
・総合的な学習の時間において、どのような学習指導を
行うことが求められているかについて、教科書を調べ、
主体的・対話的で深い学びになるようにするにはどうし
たらよいか話し合い、意見をまとめて発表し合う。 

事前学習 
総合的な学習の時間の学習指導について、教
科書を読んでおく。 

事後学習 
総合的な学習の時間の学習指導に必要な条
件を整理し、主体的・対話的で深い学びにす
るための話し合いの結果をまとめる。 

第９回 

総合的な学習の時間の評価 
・教科書「探究学習の指導のポイント」をもとに、学習
の成果の取り上げ方をしらべ、目標に準拠した評価規準
をどのように考えるかを話し合い、発表し合う。 

事前学習 
総合的な学習の時間の評価の在り方につい
て，教科書を読んでおく。 

事後学習 

探究学習の指導のポイントの中に評価の観
点があることに気づき、目標に準拠した評価
規準が作成できるように、話し合いを基にま
とめる 

第１０回 

総合的な学習の指導計画 
・総合的な学習の時間の指導計画の考え方を調べ、年間
計画、単元計画について教科書を調べ、ポイントを理解
する。 

事前学習 
探総合的な学習の指導計画の作成に向け、作
成の仕方を教科書で学んでおく。 

事後学習 
年間計画、単元計画について教科書を調べ、
わかったことを整理しておく。 

第１１回 

総合的な学習の指導計画の作成 
・総合的な学習の目標･内容を想起させ、内容ごとにグ
ループをつくり、課題追究のための指導計画を協働で作
成する。 

事前学習 
指導計画作成に向けて、参考書をよんで、学
習対象を探しておく。 

事後学習 
自分のグループで追究しようとしている課
題についてまとめておく。 

第１２回 

総合的な学習の時間の学習計画の作成 
・グループのメンバーが考えてきた指導内容について
話し合い、学習展開ができるまでに高め，指導案に構成
する。 

事前学習 
自分のグループで決めた内容を生徒に追究
させるための、教材や教具など、学習過程の
組み立てを行っておく。 

事後学習 
話し合いでまとまった指導の仕方について
各自まとめさせる。 

第１３回 
指導計画の発表と模擬授業 
・各グループで作成した指導計画を発表すると同時に、
生徒に投げかける課題について模擬授業を行う。 

事前学習 
グループの指導計画について、全体の場で発
表できるように資料作成を行う。 

事後学習 各グループの指導計画について、整理する。 

第１４回 

指導計画に見る具体事例について 
・各グループで作成した指導計画を発表すると同時に、
生徒に投げかける課題について模擬授業を行う。 
・各グループが提案した事例を基に，指導計画作成の課
題を話し合う。 

事前学習 
具体事例の取扱について、各人評価してお
く。 

事後学習 
主体的・対話的で深い学びを実現するような
計画の作成であったかについてまとめを行
う。 

第１５回 

総合的な学習の時間の指導のポイント 
・１５回の学習から得られた知見について、目標･内容
の設定、探究活動のポイントなど、視点ごとに振り返り、
この学習のまとめを行う。 

事前学習 学びの過程を振り返っておく。 

事後学習 
「総合的な学習の時間」の学習を通して、学
んだこととこれからの課題についてレポー
トを書く。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワークⅡ （4単位） 

３．科目番号 SBMP2156 

２．授業担当教員 青木 正 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ソーシャルワークⅠの単位を修得した後に履修することが望ましい 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理な

どを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士が

ソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉とい

った専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に

該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.毎回授業の初めに、前回の復習を兼ねた、小テストを実施する。 

2.授業中の課題プリントを授業終了時に、提出を求める。 

3.前半期と後半期にそれぞれ1回ずつ（計2回）レポートを課す。レポートの題目及び執筆規定については授

業の中で指示する。 

予習や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的な学習によって理解を確かにすると共に問題解決力を培う 

ように努めること。 

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 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・8つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は相談援助の理解に必要なクライエント・システムやネットワーク、相談援助の過程を体系的に

身につけることを目的としています。具体的には、クライエントの見方、アセスメントの方法や支援計画の

立案、評価および修正までの流れを把握し、実践の場で応用でき、利用者１人ひとりについて判断できるよ

うになることを目的とするものです。本授業を通して、実習や演習につなげられるように学んでいただきた

いと思います。 

13．オフィスアワー 初回の講義において発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義内容、講師紹介等） 

相談援助とは①（ソーシャルワーカーの具体

的な事例、仕事からとらえたソーシャルワー

クの定義と枠組み） 

事前学習 教科書を準備し、シラバスを確認して講義へ臨むこと。 

事後学習 ソーシャルワークの定義についてまとめる。 

第２回 

相談援助とは②（ソーシャルワークを構成す

る要素、ソーシャルワークの職場、ソーシャ

ルワーカーが所属する組織） 

事前学習 
教科書の pp.9～26を熟読し、ソーシャルワーカーの仕事

について理解する。 

事後学習 ソーシャルワークの方法・技能についてまとめる。 

第３回 
相談援助の構造と機能①（ソーシャルワーク

の構造） 

事前学習 
教科書の pp.28～37 を熟読し、人と環境との交互作用に

ついて理解する。 

事後学習 社会資源の枠組みについてまとめる。 

第４回 
相談援助の構造と機能②（ソーシャルワーク

におけるニーズ、ソーシャルワークの機能） 

事前学習 
教科書の pp.38～51 を熟読し、ソーシャルワークにおけ

るニーズについて理解する。 

事後学習 ソーシャルワークの機能についてまとめる。 

第５回 
人と環境との交互作用①（実践における人と

環境、人にとっての環境の意味） 

事前学習 
教科書の pp.54～58 を熟読し、人と環境について理解す

る。 

事後学習 人にとって環境についてまとめる。 

  



 

 

第６回 

人と環境との交互作用②（人と環境の全体

性、システムの作動とサイバネティックス、

システム理論による一つのソーシャルワー

ク論） 

事前学習 
教科書の pp.58～67 を熟読し、システム理論について理

解する。 

事後学習 システム理論からのソーシャルワークについてまとめる 

第７回 

相談援助における援助関係①（援助関係の意

義、援助関係の形成プロセスに影響する要

因） 

事前学習 
教科書の pp.70～80 を熟読し、ソーシャルワークのミク

ロ、メゾ、マクロについて理解する。 

事後学習 ソーシャルワーカーが準ずる原則についてまとめる。 

第８回 

相談援助における援助関係②（援助構造と援

助関係、援助関係の質と自己覚知、援助関係

とミクロからマクロ実践領域） 

事前学習 
教科書の pp.81～93 を熟読し、援助の構造について理解

する。 

事後学習 援助関係の効用と限界についてまとめる。 

第９回 
相談援助の展開過程Ⅰ①（相談援助の展開過

程の流れ、ケース発見） 

事前学習 
教科書の pp.96～106を熟読し、相談援助のプロセスにつ

いて理解する。 

事後学習 ケースの発見についてまとめる。 

第１０回 

相談援助の展開過程Ⅰ②（受理面接、問題把

握からニーズ確定まで、ニーズ確定から事前

評価まで） 

事前学習 
教科書の pp.107～121を熟読し、インテークの段階につ

いて理解する。 

事後学習 ニーズの確定についてまとめる。 

第１１回 

相談援助の展開過程Ⅰ③（事前評価から支援

標的・目標設定まで、支援標的・目標設定か

ら支援の計画まで、支援の計画から支援の実

施まで） 

事前学習 
教科書の pp.122～136を熟読し、支援目標の設定につい

て理解する。 

事後学習 教科書の事例における支援計画を完成させる。 

第１２回 
相談援助の展開過程Ⅱ①（経過観察、再アセ

スメントと支援の強化） 

事前学習 
教科書の pp.138～145を熟読し、モニタリングについて

理解する。 

事後学習 再アセスメントについてまとめる。 

第１３回 

相談援助の展開過程Ⅱ②（支援の終結と効果

測定、評価、アフターケア、予防的対応とサ

ービス開発） 

事前学習 
教科書の pp.146～153を熟読し、支援の終結について理

解する。 

事後学習 予防的対応についてまとめる。 

第１４回 アウトリーチの意義と目的 

事前学習 
教科書の pp156～160 を熟読し、アウトリーチについて

理解する。 

事後学習 アウトリーチの機能についてまとめる。 

第１５回 アウトリーチの方法と留意点 

事前学習 
教科書の pp.161～165を熟読し、アウトリーチの具体的

方法について理解する。 

事後学習 アウトリーチを行うための留意点についてまとめる。 

第１６回 契約の意義と目的 

事前学習 教科書の pp.168～172を熟読し、契約について理解する。 

事後学習 
ソーシャルワークにおける契約の意義についてまとめ

る。 

第１７回 契約の方法と留意点 

事前学習 
教科書の pp.173～179を熟読し、契約の留意点について

理解する。 

事後学習 事例に基づいて文書による契約書を作成する。 

第１８回 

相談援助のためのアセスメントの技術①（ソ

ーシャルワークにおけるアセスメントの特

性、援助的関係、面接…） 

事前学習 
教科書の pp.182～188を熟読し、アセスメントの特性に

ついて理解する。 

事後学習 
アセスメント面接における言語反応について、ロールプ

レイの結果をまとめる。 

第１９回 

相談援助のためのアセスメントの技術②（ア

セスメントで得るべき情報 16 項目と視覚化

できるアセスメントツール、アセスメント面

接で得た情報の使い） 

事前学習 
教科書の pp.189～204を熟読し、アセスメントで得るべ

き情報について理解する。 

事後学習 教科書の事例についてまとめる。 

第２０回 介入の意義と目的 

事前学習 
教科書の pp206～212 熟読し、介入の意義について理解

する。 

事後学習 介入のターゲットについてまとめる。 

第２１回 介入の方法と留意点 

事前学習 
教科書の pp213～221 を熟読し、介入の方法について理

解する。 

事後学習 介入の技術や技法についてまとめる。 



 

 

第２２回 
相談援助のための経過観察①（モニタリン

グ）、再アセスメント） 

事前学習 
教科書の pp.224～238を熟読し、モニタリングについて

理解する。 

事後学習 再アセスメントの手順についてまとめる。 

第２３回 
相談援助のための経過観察②（効果測定、評

価の技術） 

事前学習 
教科書の pp.239～248を熟読し、効果測定について理解

する。 

事後学習 サービス開発についてまとめる。 

第２４回 

相談援助のための面接の技術①（相談援助に

おける面接の目的、相談援助における面接の

展開） 

事前学習 
教科書の pp.250～260を熟読し、面接の目的について理

解する。 

事後学習 面接においてワーカーが行うことについてまとめる。 

第２５回 

相談援助のための面接の技術②（面接におい

て用いる技術とコミュニケーション、相談援

助における面接の形態） 

事前学習 
教科書の pp.261～268を熟読し、面接に用いる技術につ

いて理解する。 

事後学習 面接の形態についてまとめる。 

第２６回 
相談援助のための記録の技術①（記録の意義

とその活用目的、記録の種類と活用） 

事前学習 
教科書の pp.270～283を熟読し、記録の意義について理

解する。 

事後学習 記録業務の 4つのステップについてまとめる。 

第２７回 
相談援助のための記録の技術②（記録の方法

と IT化、記録の技術の実際例と今後の課題） 

事前学習 
教科書の pp.284～293を熟読し、記録の方法について理

解する。 

事後学習 事例に基づいて記録を作成する。 

第２８回 
相談援助のための交渉の技術①（交渉の意義

と目的） 

事前学習 教科書の pp.296～303を熟読し、交渉について理解する。 

事後学習 交渉の成果を最大にするための工夫についてまとめる。 

第２９回 
相談援助のための交渉の技術②（交渉の方法

と留意点、プレゼンテーションの技術） 

事前学習 
教科書の pp.304～315を熟読し、交渉の技術について理

解する。 

事後学習 他機関との交渉についてまとめる。 

第３０回 これまでのまとめ、国家試験について 
事前学習 

教科書やこれまでの講義資料を熟読し、これまでの内容

を復習する。 

事後学習 国家試験過去問題を復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅡ （4 単位） 

３．科目番号 SSMP2156 

２．授業担当教員 小金澤 嘉 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理

などを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉

士がソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉と

いった専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」

に該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

前半期と後半期にそれぞれ1回ずつ（計2回）レポートを課す。レポートの題目及び執筆規定については

授業の中で指示する。 

予習や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的な学習によって理解を確かにすると共に問題解決力を

培うように努めること。 

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 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3 版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・8 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 

メッセージ 

ソーシャルワークⅡはこれから社会福祉士・社会福祉の専門職になるために必要な理論や実践技術修得

の基礎となる科目です。そのため、授業への出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作

成などへの積極的な取組みを望みます。授業の進捗状況・理解度にあわせ、順番等を変更する場合もあり

ます。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業内容と進め方について、第１章 相談

援助とは 

事前学習 教科書の第 1章（pp.1～25）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ① 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第３回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ② 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第４回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ③ 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第５回 第６章 相談援助の展開過程Ⅱ① 

事前学習 教科書の第 6章（pp.131～147）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第６回 第６章 相談援助の展開過程Ⅱ② 

事前学習 教科書の第 6章（pp.131～147）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第７回 第２章 相談援助の構造と機能① 

事前学習 教科書の第 2章（pp.27～51）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第８回 第２章 相談援助の構造と機能② 

事前学習 教科書の第 2章（pp.27～51）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 



 

 

第９回 中間まとめ１ 
事前学習 

教科書の第 1章、第 2章、第 5章、第 6章を読み、重要な点
の再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第１０回 第３章 人と環境の相互作用① 

事前学習 教科書の第 3章（pp.53～66）を読み、理解を進めておく 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１１回 第３章 人と環境の相互作用② 

事前学習 教科書の第 3章（pp.53～66）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１２回 第４章 相談援助における援助関係① 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１３回 第４章 相談援助における援助関係② 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１４回 第４章 相談援助における援助関係③ 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１５回 
第７章 相談援助のためのリサーチ技術

① 

事前学習 教科書の第 7章（pp.149～159）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１６回 
第７章 相談援助のためのリサーチ技術
② 

事前学習 教科書の第 7章（pp.149～159）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１７回 第８章 相談援助のための契約の技術① 

事前学習 教科書の第 8章（pp.161～173）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１８回 第８章 相談援助のための契約の技術② 

事前学習 教科書の第 8章（pp.161～173）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１９回 
第９章 相談援助のためのアセスメント
技術① 

事前学習 教科書の第 9章（pp.175～198）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２０回 
第９章 相談援助のためのアセスメント
技術② 

事前学習 教科書の第 9章（pp.175～198）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２１回 
第９章 相談援助のためのアセスメント

技術③ 

事前学習 教科書の第 9章（pp.175～198）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２２回 中間まとめ２（課題②作成） 
事前学習 

教科書の第 5章～第 9章（pp.91～215）を読み、重要な点の
再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第２３回 
第１０章 相談援助のための介入の技術
① 

事前学習 教科書の第 10章（pp.199～215）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２４回 
第１０章 相談援助のための介入の技術

② 

事前学習 教科書の第 10章（pp.199～215）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２５回 
第１１章 相談援助のための経過観察・再
アセスメント・効果測定・評価①  

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２６回 
第１１章 相談援助のための経過観察・再
アセスメント・効果測定・評価② 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２７回 
第１２章～１４章 相談援助のための面
接・記録・交渉の技術① 

事前学習 
教科書の第 12章～14章（pp.243～310）を読み、理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２８回 
第１２章～１４章 相談援助のための面
接・記録・交渉の技術② 

事前学習 
教科書の第 12章～14章（pp.243～310）を読み、理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２９回 
第１２章～１４章 相談援助のための面

接・記録・交渉の技術③ 

事前学習 
教科書の第 12章～14章（pp.243～310）を読み、理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第３０回 総まとめ（課題③作成） 
事前学習 

教科書の第 10章～14章（pp.199～310）を読み、重要な点の
再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅡ （4 単位） 

３．科目番号 SBMP2156 

２．授業担当教員 田中 喜美子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理な

どを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士が

ソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉とい

った専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に

該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート・プリゼンテーション課題、作成方法・構成等の詳細については授業にて説明する。 

また、授業（教科書）の内容に関する確認テストを行う。 

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 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3 版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・8 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 
メッセージ 

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

は上記の目的のため、下記の事を守ることが期待されている。 

1.授業中はつねに集中力を保って受講すること。純粋に自主的・積極的な態度で授業に参加することを最も

評価する 

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

妨げとなるいかなる行為・発言・態度は、授業態度として減点の対象となる。 

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

を必ず指定された書面に記録しておき、教師に学期末にその書面を提出すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。名前がないと 0点にするしかないので注意する。 

5. 授業展開については、進捗状況・理解度にあわせ、順番等を変更する場合もある。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体的なイメージ

をつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２回 第１章 相談援助とは 

事前学習 教科書の第 1章（pp.1～25）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第３回 第２章 相談援助の構造 

事前学習 教科書の第 2章（pp.27～51）を読み、理解を進めておく 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第４回 第２章 相談援助の機能 

事前学習 教科書の第 2章（pp.27～51）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第５回 第３章 人と環境とは 

事前学習 教科書の第 3章（pp.53～66）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第６回 第３章 人と環境の相互作用 

事前学習 教科書の第 3章（pp.53～66）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

  



 

 

第７回 第４章 相談援助における援助関係とは 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第８回 
第４章 相談援助における援助関係ー技
術― 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第９回 
第４章 相談援助における援助関係―実
践― 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１０回 中間まとめ１（課題①作成） 
事前学習 これまでの内容について、重要な点の再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第１１回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１２回 相談援助の展開過程①(ケースの発見) 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１３回 
第７章 相談援助のためのアウトリーチ
の技術 

事前学習 教科書の第 7章（pp.149～159）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１４回 相談援助の展開過程②（インテーク） 

事前学習 教科書の第 7章（pp.149～159）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１５回 
第９章 相談援助のためのアセスメント

技術 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）
を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１６回 相談援助の展開過程③(アセスメント) 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）
を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１７回 
第１２章～１４章 相談援助のための面
接・記録・交渉の技術 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）

を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１８回 相談援助の展開過程③（マッピング） 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）
を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１９回 第８章 相談援助のための契約の技術 

事前学習 教科書の第 8章（pp.161～173）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２０回 相談援助の展開過程④（プランニング） 

事前学習 教科書の第 8章（pp.161～173）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２１回 

第１０章 相談援助のための介入の技術

―相談援助の展開過程⑤(インターベン
ション) 

事前学習 教科書の第 10章（pp.199～215）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２２回 中間まとめ２（課題②作成） 
事前学習 これまでの内容について、重要な点の再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第２３回 第６章 相談援助の展開過程Ⅱ 

事前学習 教科書の第 6章（pp.131～147）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２４回 
第１１章 相談援助のための経過観察・
再アセスメント 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２５回 相談援助の展開過程⑥（モニタリング） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２６回 
第１１章 相談援助のための効果測定・

評価 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２７回 
相談援助の展開過程⑦（エヴァリュエー
ション） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２８回 
相談援助の展開過程⑧（ターミネーショ
ン） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２９回 相談援助の展開過程⑨(アフターケア） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

  



 

 

第３０回 総まとめ（課題③作成） 
事前学習 これまでの内容について、重要な点の再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅡ （4単位） 

３．科目番号 SBMP2156 

２．授業担当教員 中土 純子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理な

どを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士が

ソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉とい

った専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に

該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．講義内容に関する課題（確認テスト/レポート）を複数回実施する。 

2．課題の詳細は講義内で提示する。 

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 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・8つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 

メッセージ 

受講態度や姿勢、提出物に関しては、「他人に迷惑をかけない」こと、「提出期限を守る」ことを求めます。 

講義の進捗状況・理解度等によって、シラバスの内容が前後する場合があります。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

講義概要と進め方について 

事前学習 教科書を準備し講義へ臨むこと。 

事後学習 講義概要と学習目標を理解する。 

第２回 相談援助とは 
事前学習 教科書の第 1章を読み、概要を理解する。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第３回 相談援助の構造と機能①（ソーシャルワークの構造） 
事前学習 教科書の第 2章を読み、概要を理解する。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第４回 相談援助の構造と機能②（ソーシャルワークの機能） 
事前学習 教科書の第 2章を読み、概要を理解する。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第５回 人と環境との交互作用①（システム理論） 
事前学習 教科書の第 3章を読み、概要を理解する。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第６回 人と環境との交互作用②（エコロジカル理論） 
事前学習 教科書の第 3章を読み、概要を理解する。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第７回 相談援助における援助関係①（援助関係の意義） 
事前学習 教科書の第 4章を読み、概要を理解する。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第８回 相談援助における援助関係②（援助関係の理解） 
事前学習 教科書の第 4章を読み、概要を理解する。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第９回 相談援助の展開過程Ⅰ①（相談援助の展開過程） 
事前学習 教科書の第 5章を読み、概要を理解する。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第１０回 相談援助の展開過程Ⅰ②（事例の理解） 
事前学習 教科書の第 5章を読み、概要を理解する。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第１１回 外部講師による講義（支援の実際と事例の考察） 
事前学習 教科書の第 5章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第１２回 相談援助の展開過程Ⅱ①（効果測定と評価） 
事前学習 教科書の第 6章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

  



 

 

第１３回 相談援助の展開過程Ⅱ②（予防と資源開発） 
事前学習 教科書の第 6章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第１４回 相談援助のリサーチ技術①（アウトリーチ） 
事前学習 教科書の第 7章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第１５回 相談援助のリサーチ技術②（事例の分析と考察） 
事前学習 教科書の第 7章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第１６回 相談援助における契約①（契約の目的と意義） 
事前学習 教科書の第章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第１７回 相談援助における契約②（契約の内容と方法） 
事前学習 教科書の第 8章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第１８回 相談援助のアセスメント技術①（アセスメントの意義） 
事前学習 教科書の第 9章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第１９回 相談援助のアセスメント技術②（アセスメントの実際） 
事前学習 教科書の第 9章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第２０回 相談援助の介入技術①（介入の方法と技術） 
事前学習 教科書の第 10章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第２１回 外部講師による講義（介入困難事例の実際と考察） 
事前学習 教科書の第 10章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第２２回 
相談援助のための経過観察・再アセスメント・効果測

定・評価の技術①（方法と技術） 

事前学習 教科書の第 11章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第２３回 
相談援助のための経過観察・再アセスメント・効果測

定・評価の技術②（事例の考察） 

事前学習 教科書の第 11を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第２４回 相談援助の面接技術①（面接場面と目的） 
事前学習 教科書の第 12章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第２５回 相談援助の面接技術②（コミュニケーション技術） 
事前学習 教科書の第 12章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第２６回 相談援助の記録技術①（記録の目的と内容） 
事前学習 教科書の第 13章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第２７回 相談援助の記録技術②（記録技術の実際） 
事前学習 教科書の第 13章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第２８回 相談援助の交渉技術①（交渉の目的と方法） 
事前学習 教科書の第 14章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第２９回 相談援助の交渉技術②（事例の考察） 
事前学習 教科書の第 14章を読み、理解を深める。 

事後学習 講義の内容を振り返り、要点をまとめる。 

第３０回 まとめ 
事前学習 配布資料を整理し、ノートをまとめる。 

事後学習 国家試験の過去問題を復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 GEBS1102 

２．授業担当教員 
大嶋 泰子・茅野 由紀・髙橋 登志子・鄭 春姫・ 

久次 奈美 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としている。 

演習Ⅰは「ソーシャルワークの基礎」という位置づけとなり、個人、集団、地域といった、いわゆるソー

シャルワーカーが支援の対象とするクライエントシステムについて基礎的な理解を図るとともに、働きかけ

の方法としての基本的なコミュニケーション、システムの特徴について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）自己覚知への取り組みを通じて、自分自身、集団の中での自身、また地域生活における自身について明瞭

な説明ができる。 

2）コミュニケーションの構造を理解し、基本的なコミュニケーションを実施することができる。 

3）基本的な面接技術について説明ができる。 

4）ソーシャルワーク・プロセスについて説明することができる。 

5）ソーシャルワーク実践に必要となる記録についてその特性を説明することができる。 

6）集団（グループ）の特質、グループダイナミクス、グループワークのプロセスについて説明することがで

きる。 

7）地域（コミュニティ）に関する理解と、その定義・役割、機能についてプレゼンテーションを実施するこ

とができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1.第 2 回～第 6 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 2.第 7 回～第 9 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 10 回～第 14 回の演習内容を踏まえて、地域調査報告についての考察をまとめなさい。 

各課題について、A4 用紙 2 枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ

れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

（予定）「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・7 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・7 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・7 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

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

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



 

 

第１回 

オリエンテーション 

オープニング（契約） 

：学習目標の明確化と規範・個人の役割の確認 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅰの
学習内容について確認する。 

事後学習 
演習を実施するうえでの個人の役割について

まとめる。 

第２回 

自己覚知（個人） 

：専門職である自己の価値観・思考傾向について理解を

促進する 

事前学習 
自分自身の価値観、思考傾向、ストレングスや

ウィークポイントについてまとめる。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、専門職を目指す自己につ
いてまとめる。 

第３回 

個人へのコミュニケーション 

：基本的コミュニケーションの理解とトータル・コミュ
ニケーションの実践 

事前学習 
基本的コミュニケーション技法についてまと
める。 

事後学習 
演習内容を踏まえて自身のコミュニケーショ
ンスキルについてまとめる。 

第４回 
面接技法 

：言語・準言語・非言語の意義と効果について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ

ンの方法についてまとめる。 

第５回 
ソーシャルワーク・プロセス 

：ソーシャルワークの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてソーシャルワーク・プロセ
スについてまとめる。 

第６回 
記録 

：客観的記述と主観的記述について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第７回 
集団（グループ）の理解 

：集団の定義、機能、構成について理解する 

事前学習 

これまでの自身の生活を振り返り、集団のメリ

ットとデメリットについて自らの考えをまと
める。 

事後学習 
演習を踏まえて集団（グループ）の定義と機能

についてまとめる。 

第８回 

グループダイナミクス 

：相互作用システムとリーダシップ理論について理解す

る 

事前学習 
グループダイナミクスについてその内容を確

認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてグループダイナミクスに
ついてまとめる。 

第９回 
グループワークのプロセス 

：グループの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2 の作成 

第１０回 
自己覚知（地域） 

：自身の生活と地域社会とのつながりについて理解する 

事前学習 
これまでの自身の生活を振り返り、地域社会と

のつながりについて想起する。 

事後学習 「コミュニティ」の特徴についてまとめる。 

第１１回 
地域の理解 

：コミュニティの定義、概念について理解する 

事前学習 
「コミュニティ」の定義・概念について内容を
確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
「ソーシャル・キャピタル」について、その内

容をまとめる。 

第１２回 

地域調査(1) 

：コミュニティ要素モデルに基づく特定の地域の調査方
法について理解するとともに調査を実践する 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 調査内容についてまとめる。 

第１３回 

地域調査(2) 

：第 12 回にて調査した内容をまとめるとともに、プレ
ゼンテーションの準備を行う 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 
プレゼンテーションの方法について振り返り、
プレゼンテーションの準備を行う。 

第１４回 
地域調査報告 

：プレゼンテーションの実施 

事前学習 

プレゼンテーションの準備を行う。また、他の
グループのプレゼンテーション資料に目を通
しておく。 

事後学習 課題 3 の作成 

第１５回 
まとめ 

：自己評価の言語化と課題の明確化 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰで使用したテキスト

の該当箇所を確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰで学習できたことを

まとめるとともに、ソーシャルワーク演習Ⅱの
実施に向けた自己課題を明確化する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅱ （2 単位） ※JPBPW2／編 

３．科目番号 

SSMP2160 

SCMP2160 

SBMP2305 

GEBS2103 
２．授業担当教員 星野 弘美 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としている。 

演習Ⅱは「ソーシャルワークの展開」という位置づけとなり、ソーシャルワーク演習Ⅰで学習したクライ
エントシステムに関する理解を踏まえて、ソーシャルワーク・プロセスの展開とプロセスにおいて活用され

る面接やプログラム分析、アウトリーチやチームアプローチといった技術についてトレーニングする。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ケースワークのプロセスについて説明ができる。 
2）基本的な面接技術について実践できる。 
3）グループワークのプロセスと、ソーシャルワーカーの役割について明瞭な説明ができる。 

4）グループワークにおける専門技術について実践できる。 
5）コミュニティワークのプロセスについて説明ができる。 
6）アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発といった援助技術に

ついてその目的と方法について説明ができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1.第 2回～第 5回の演習内容を踏まえて、ケースワークのプロセスと必要な面接技術について学んだこ

とをまとめなさい。 

課題 2.第 6回～第 9回の演習内容を踏まえて、グループワークのプロセスとそれぞれの局面でのワーカーの

役割、また必要とされる技術について学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 10回～第 14回の演習内容を踏まえて、「アウトリーチ」「チームアプローチ」「ネットワーキング」

について学んだことをまとめなさい。 

各課題について、A4用紙 2枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ
れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

（予定）「はじめてのソーシャルワーク演習（仮）」ミネルヴァ書房、2019 

【参考書】 

 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

・6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・6つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 
1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 
2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報
告すること。 

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

場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 
5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 
1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 
2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



 

 

第１回 
オリエンテーション 
ソーシャルワーク演習Ⅰの振り返り 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅱの
学習内容について確認する。 

事後学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰでの学習を踏まえ、ソ

ーシャルワーク演習Ⅱの自己の学習目標を明
確にする。 

第２回 ケースワークのプロセス 

事前学習 
自分自身の価値観、思考傾向、ストレングスや
ウィークポイントについてまとめる。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、ケースワークのプロセス

についてまとめる。 

第３回 面接技法①（姿勢と態度） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における、あるべき姿勢と態度につい
てまとめる。 

第４回 面接技法②（トータル・コミュニケーション） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ
ンの方法についてまとめる。 

第５回 面接技法③（応答技法） 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1の作成 

第６回 グループワークのプロセス 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、グループワークのプロセ
スについてまとめる。 

第７回 グループワークにおけるワーカーの役割 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
グループワーク実践におけるワーカーの役割

についてまとめる。 

第８回 グループワーク技法①（準備期・開始期） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
グループワークにおける準備期・開始期に必要
となる技術についてまとめる。 

第９回 グループワーク技法②（作業期・終結期） 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2の作成 

第１０回 コミュニティワークのプロセス 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、コミュニティワークのプ
ロセスについてまとめる。 

第１１回 アウトリーチ 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 アウトリーチの意義と方法についてまとめる。 

第１２回 チームアプローチ 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
チームアプローチの意義と方法についてまと
める。 

第１３回 ネットワーキング 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
ネットワーキングの意義と方法についてまと
める。 

第１４回 社会資源の活用・調整・開発 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 3の作成 

第１５回 まとめ 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱで使用したテキスト
（プリント）の該当箇所を確認する。 

事後学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱでの学びを振り返り、
ソーシャルワーク演習Ⅲに向けた自己課題を
まとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク演習Ⅲ （2 単位） ※S2・C3 

３．科目番号 
SSMP3160 

SCMP3460 
２．授業担当教員 

安齋 多香子・大嶋 泰子・星野 弘美・久次 奈美・水島 

正浩 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ
れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロー

ルプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的と
している。 

演習Ⅲでは、ケースワークの基本技術として、他者理解と自己理解について考えることから、人間関係形

成に必要な技術、また基本的な面接技術とコミュニケーションに焦点をあてて、必要な専門知識と技術を学
習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、下記の目標達成をすることが期待される。 

1）人間行動に関する心理学理論について理解を深め、その概要を説明することができる。。 

2）クライエントに対する姿勢について理解を深め、実践することができる。 

3）基本的コミュニケーション技法について理解し、実践することができる。 

4）基本的応答技法について理解し、実践することができる。 

5）面接技法について理解し、それを用いてクライエントの問題や課題をアセスメントすることができる。 

6）以上のことを総合的に理解し、ソーシャルワークにおける面接を展開することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

 
課題 1：個人（人）を理解する上で必要となる精神分析理論について、その主要概念について説明しなさい。 
課題 2：面接における基本的応答技法について、技法がもたらす効果について簡潔に説明しなさい（第 9・10

回の学習をまとめる） 
課題 3：事例を用いて面接を実施し、自らの面接技術に関し他者からの評価を受け、また自己評価を行う 
まとめレポート：ソーシャルワークⅢにて学習したことに関するまとめレポートの作成を課す。詳細につい

ては授業内にて提示する。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規、2015。 

【参考書】平山尚 ほか著『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、2005。 

平山尚、武田丈『人間行動と社会環境』ミネルヴァ書房、2004。 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 第 7 巻）』中央法規、2014。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

 
○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、社会福祉士・精神保健福祉士として専門的なケースワーク、
面接が提供できるか。またそのために設定された具体的な目標 6つを達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 
2. まとめレポート  40％ 
なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

 

12．受講生への 

メッセージ 

 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 
1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 
3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 
教員は以下のことを実行する。 
1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 
3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
ソーシャルワーク演習Ⅱの振り返り 

ソーシャルワーク演習Ⅲのねらいと単元の解説 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱでの学びをレポートにまとめ
る。 

事後学習 参考書『人間行動と社会環境』第 2 章（pp.10～33）を



 

 

熟読し、その内容をまとめる。 

第２回 

人を理解する（1） 
精神分析理論について学習する：精神分析理論

の主要概念について理解を深める 
行動理論と学習理論について学習する：行動理
論と学習理論の主要概念について理解を深める 

学んだ人間行動に関する心理学理論が、どのよ
うに人間行動の理解に用いられるのかを事例を
もとに検証する 

事前学習 
参考書『人間行動と社会環境』第 3 章 1（pp.35～38）
を熟読し、その内容をまとめる。 

事後学習 課題 1 の作成（授業内で示された提出期限厳守） 

第３回 

人を理解する（2） 
心理社会理論について学習する：心理社会理論

の主要概念について理解を深める 
人間の発達過程について理解を深める 
事例を用いて人間行動に関して心理社会理論を

使用して分析・検証する 

事前学習 
参考書『人間行動と社環境』第 4 章（pp.64～88）を熟
読し、その要点をノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会理論について口頭で説明ができるよう、その
内容を確認する。 

第４回 

ソーシャルワークにおける面接の目的・特性理
解 

「会話」と「面接」の相違点について理解し、面
接の形態（構造化面接と生活場面面接）、面接実
施の基盤となる考え方について理解を深める 

事前学習 テキスト pp.100～111 を読みその内容をまとめる。 

事後学習 
「会話」と「面接」の相違点について口頭で説明できる
よう、学習内容をノートにまとめる。 

第５回 

クライエントに対する姿勢：距離について考え
る 
人と人が話をする際の距離についてロールプレ

イを通じて学習する 

事前学習 

自分自身の日常生活を振り返り、人と接する際の距離
について考え、どのような距離感をもっているかをノ

ートにまとめる。 

事後学習 
クライエント支援にあたり適切な距離とは何か演習を
通じて学んだことをレポートにまとめ提出する。 

第６回 

クライエントに対する姿勢：バイスティックの
7原則の実践 

専門的対人援助関係形成のための原則について
再確認する 

事前学習 
バイスティックの 7 つの原則について、その内容を調
べ、まとめる。 

事後学習 
クライエント支援にあたり、その人間関係形成とバイ
スティックの 7 原則との関係性をノートにまとめる。 

第７回 

面接における技術：面接におけるコミュニケー

ションについて理解する 
基本的コミュニケーション技法について、その
原則について理解を深め、ロールプレイを用い

て習得する 

事前学習 

自分自身の日常を振り返り、コミュニケーションの特
質（癖や傾向）について気づいたことをノートにまと
める。 

事後学習 

基本的コミュニケーション技法について、ロールプレ
イを通じて自覚した自身の課題についてレポートにま
とめ提出する。 

第８回 

面接における技術：言語的コミュニケーション
と非言語的コミュニケーション 

言語・非言語的コミュニケーションの意義を理
解し、その活用方法についてロールプレイを用
いて実践する 

事前学習 
自分自身の日常を振り返り、非言語的コミュニケーシ
ョンについて気づいた事をノートにまとめる。 

事後学習 

言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーシ
ョンについて、ロールプレイを通じて自覚した自身の
課題についてノートにまとめる。 

第９回 

面接における技術：基本的応答技法について理
解する（1） 

「反射」について理解し、技術を習得する 
単純な反射、言い換え、要約、明確化についてロ
ールプレイを用いて技術を習得する 

事前学習 
テキスト pp.112～116 を熟読したうえで、p.112 表 2-

2 の該当技術について確認する。 

事後学習 
ロールプレイを通じて確認できた「反射」に関する自

己評価（できた点と課題点）をノートにまとめる。 

第１０回 

面接における技術：基本的応答技法について理
解する（2） 
「感情の反射」「適切な質問」について理解し、

技術を習得する 
感情の反射、開かれた質問と閉ざされた質問、
状況に即した質問についてロールプレイを用い

て技術を習得する 

事前学習 
テキスト pp.112～116 を熟読したうえで、p.92 表 2-2

の該当技術について確認する。 

事後学習 

ロールプレイを通じて確認できた「感情の反射」「開か
れた質問と閉ざされた質問」に関する自己評価（でき
た点と課題点）をノートにまとめる。 

第１１回 
事例に基づくアセスメント面接の実施（1） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行う 

事前学習 
第 10 回までに学んだことを振り返り、コミュニケーシ

ョンと応答技法についてノートにまとめる。 

事後学習 面接結果をアセスメントシートにまとめる。 

第１２回 
事例に基づくアセスメント面接の実施（2） 

事例を基に実際にアセスメント面接を行う 

事前学習 
第 9 回で行った面接を振り返り、面接を行う際の自身
の課題についてノートにまとめる。 

事後学習 面接結果をアセスメントシートにまとめる。 

第１３回 

事例に基づくアセスメント面接及びプランニン
グの実施（1） 

事例を基に実際にアセスメント面接を行い、そ
れに基づきプランニングをする 

事前学習 
面接のロールプレイを実施し、明らかとなった自己の
課題について明確にし、ノートにまとめる。 

事後学習 アセスメント面接結果をもとにプランニングを行う。 

第１４回 

事例に基づくアセスメント面接及びプランニン

グの実施（2） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行い、そ
れに基づきプランニングをする 

事前学習 
第 13 回で行った面接を振り返り、面接を行う際の自身

の課題についてノートにまとめる。 

事後学習 アセスメント面接結果をもとにプランニングを行う。 

第１５回 

まとめ 

評価：教員と学生がソーシャルワーク演習Ⅲで
学んだこと、学習目標の達成度を評価する 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅲを通じて学んだこと、課題と
なったことをノートにまとめる。 

事後学習 

コミュニケーションと面接技法に関し、実習及び実践
を行う上で自身の評価できる点と改善点をレポートに
まとめ提出する（まとめレポート）。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅳ （2 単位） 

３．科目番号 GEBS1102 

２．授業担当教員 
青木 正・上野 義光・大嶋 泰子・中里 哲也・久次 奈

美・藤島 薫 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1年次から 4年次まで断続的に学習するよう構成さ

れています。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、

ロールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目

的としています。 

演習Ⅳでは、実践モデルやアプローチに関する相談援助演習を中心に、今までに学習した内容を総合的に

学習し理解を深めます。具体的には、ソーシャルワークに関する理論やアプローチを事例などを通して修得

します。また社会福祉士国家試験問題等を参照し、関連する知識や理論についても学習を深めます。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、下記の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：ソーシャルワークに関する理論やアプローチの特徴やポイントについて、明瞭な説明をすることがで

きる。 

目標2：事例等を通して、理論やアプローチの実際をイメージすることができる。 

目標3：グループ活動や他者との意見交換などを通して自己の思考を整理し、発表することができる。 

目標4：社会福祉士国家試験問題等を参照して、知識や理論に対する理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：問題解決アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 2：行動変容アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 3：家族システム論について、理論の視点とポイントをレポートにまとめる。 

※上記課題につき、すべて A4用紙 40文字×30行×2枚以内（科目名、提出日、学籍番号、氏名などを明

記すること） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』第 2版、中央法規出版、2015。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『相談援助の理論と方法Ⅱ』第 3版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、社会福祉士として求められる実践理論（実践アプローチ）を

クライエントに提供できる。そのために設定された具体的目標（4つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 

2. 演習への参加度・取り組み  40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としています。目的達成のため、受講生は以下の条件を守って下さい。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講しましょう。受講生には積極的な態度を望みます。 

2． 自ら進んで教員に質問しましょう。理解できないことをそのまま放っておかないようにしましょう。 

3． 授業は欠席、遅刻、早退をしないで下さい。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面

をもって報告して下さい。 

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

ない場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意して下さい。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話などの操作は緊急時以外、絶対にしないで下さい。 

 

また教員は、以下のことを実行します。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作ります。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（ソーシャルワーク演習Ⅳのね

らいと単元の解説、授業の進め方について解説し

ます） 

医学モデル・社会モデル・生活モデル① 

（医学モデル・社会モデル・生活モデルの概要につ

いて理解する） 

事前学習 
テキスト pp.182～185、また参考書 pp.137～142

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
演習内容を整理し、テキストの該当箇所を再確認

する。 

第２回 

医学モデル・社会モデル・生活モデル② 

（3 つのモデルのうち、特に生活モデルについて事

例を通じモデルの実践について理解を深める） 

事前学習 

テキスト pp.182～185 を熟読し、事例の理解に必

要な用語や法制度について調べ、ノートにまとめ

る。 

事後学習 
生活モデルのポイントについてノートにまとめ

る。 

第３回 

ストレングスモデル 

（事例を通して、クライエントに考え方と感情の関

係について教えることを学びます） 

事前学習 
テキスト pp.186～189、また参考書 pp.140～142

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
ストレングスモデルのポイントについてノートに

まとめる。 

第４回 

心理社会的アプローチ① 

（心理社会的アプローチの概念について理解を深

める） 

事前学習 
テキスト pp.190～193、また参考書 pp150～152

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第５回 

心理社会的アプローチ② 

（ビネットを通して支援目標の設定と介入時の技

法内容について学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.190～193 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会的アプローチのポイントについてノート

にまとめる。 

第６回 

問題解決アプローチ① 

（問題解決アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.194～199、また参考書 pp.156～158

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第７回 

問題解決アプローチ② 

（ビネットを通して問題解決アプローチのプロセ

スとその利点と課題を学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.194～199 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 1の作成（授業内で示された提出期限厳守）。 

第８回 

危機介入アプローチ① 

（危機介入アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.200～205、また参考書 pp.162～164

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第９回 

危機介入アプローチ② 

（ビネットを通して危機介入アプローチの危機的

状況のアセスメントについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.200～205 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートまとめる。 

事後学習 
危機介入アプローチのポイントについてノートに

まとめる。 

第１０回 

行動変容アプローチ① 

（行動変容アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.206～209、また参考書 pp.165～167

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１１回 

行動変容アプローチ② 

（ビネットを通して行動変容アプローチの考えた

かと相談援助のプロセスについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.206～209 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 2の作成（講義内で示された提出期限厳守）。 

第１２回 

ナラティブアプローチ① 

（ナラティブアプローチの概念について理解を深

める。） 

事前学習 
テキスト pp.220～225、また参考書 pp.178～181

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１３回 

ナラティブアプローチ② 

（ビネットを通してナラティブアプローチのドミ

ナントストーリーの弊害とオルタナティブスト

ーリー可能性について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.220～225 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 
ナラティブアプローチのポイントについてノート

にまとめる。 

第１４回 
家族システム論① 

（家族システム論の概念について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.226～231 を熟読し、理念の概念につ

いてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１５回 

家族システム論② 

（家族システム論の視点と相談援助のプロセスに

ついて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.226～223 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 3の作成（講義内で示された提出期限厳守） 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅴ （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP4462 

SSMP4162 

SCMP4462 ２．授業担当教員 上野 義光・大嶋 泰子・茅野 由紀・久次 奈美 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと、1 年次から 4 年次まで断続的に学習するように構

成されています。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技

法、ロールプレイ、モデリング等の多彩な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習すること

を目的としています。 

 演習Ⅴでは、さまざまな事例を用いて、そこにみられる「人間と環境」または「環境の中の人間」への介

入の視点から、エコ・システム論に準拠し、事例における(1)問題認知（問題そのものの理解）、(2)関連する

データの分析（問題背景の理解）、(3)仮説の設定（「～ならば～である」とするワーカーの仮説）、(4)実践理

論及び実践モデルの検討（問題に最適だと考えられる理論及びモデルの検討）、(5)目標、目標計画及び介入

計画（具体的目標や目標達成に向けた計画の策定）(6)介入（相談援助の実践）(7)評価（実践評価）（８）終

結（援助終了）の援助過程から学習します。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅴが終了した段階で、次の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：授業内容にある事例の相談援助を、エコ・システム論に準拠して理解することができるようになる。 

目標2：授業内容にある事例の中に含まれる、環境の調整（マネジメント）、多職種連携による介入（チーム

アプローチ）、利用者のもつ力（ストレングス）の視点、社会生活モデル等を、具体的に説明できる

ようになる。 

目標3：自らの相談援助の場面を想定して、目標1、目標2を統合した援助方法がイメージできるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：前半部に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」の中から、

レポートを作成してもらいます。事例の選択は教員より指示があります。 

     A4用紙 40文字×25行×3枚以内 

課題 2：後半部に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」の中から、

レポートを作成してもらいます。事例の選択は教員より指示があります。 

     A4用紙 40文字×25行×3枚以内 

まとめレポート：事例に対する相談援助実践に関するまとめレポートの作成を課す。詳細については授業内

にて提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助演習』第 2版、中央法規、2015。 

【参考書】平山尚 ほか著『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、2005。 

障害者相談支援従事者初任研修テキスト編集委員会編 

『改訂 障害者相談支援従事者初任研修テキスト』中央法規。 

恩賜財団母子愛育会子ども家庭総合研究所編『子ども虐待対応の手引き』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅴが終了した時点で、相談援助演習の最終段階として総合的・包括的な支援の在り

方を理解できる。そのために設定された具体的目標（3つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～2） 50％ 

2. まとめレポート  50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としています。そのため受講生は次の条件を守ってください。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って積極的な態度で受講する。 

2． 自ら進んで教員に質問する。理解できないことはそのまま放っておかない。 

3． 欠席、遅刻、早退をしない。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報告す

る。 

4． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしない。 

 

教員は以下の方針で授業を行います。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 双方向対話型の学習によりディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発言、発表等）

できるよう環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

  



 

 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方等） 
障害者の就労支援に関する相談援助 ① 
※ 障害者の就労支援に関する相談援助事例をもとに、障害者

の就労支援では、職場（環境や集団）や地域環境に対する
調整と本人に向けられた支援とが並行してなされる必要の
あることを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 25 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.268～271を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第２回 
障害者の就労支援に関する相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 1回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第３回 

病院からの退院に関する相談援助 ① 
※ 病院からの退院に関する相談援助事例をもとに、 退院計画

では患者の社会環境（介護サービス、医療・保健サービス、
経済状態等）の調整と、本人の身体面・心理面等への支援
とが並行して、専門職がチームを組んで支援する必要のあ
ることを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 27 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.276～279を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第４回 
病院からの退院に関する相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 3回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第５回 

家庭内暴力（DV）に関する相談援助 ① 
※ DV（ドメスティック・バイオレンス）に関する相談援助事

例をもとに、DV とはどのようなものか、その特質を理解
し、「DV防止法」をもとに DVが被害者に及ぼす影響と、
被害者が直面する生活問題について学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 28 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.280～283を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第６回 
家庭内暴力（DV）に関する相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 5回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第７回 

(被)虐待児童への相談援助 ① 
※ 発達障害児童への虐待に関する相談援助事例をもとに、発

達障害とネグレクト（育児放棄）が結びついた児童に対し、
児童養護施設等の受け皿（環境）と児童のもつ力（ストレ
ングス）を調整しながら支援することを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 30 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.288～291を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第８回 
(被)虐待児童への相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 7回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第９回 

低所得者への相談援助 ① 
※ 低所得者への相談援助事例をもとに、低所得・貧困問題を

抱えた利用者に対して、利用者自身のもつ能力を引き出す
とともに、各種の社会制度・施策、社会サービスなどの社
会資源（環境）を活用しながら自立に向けた支援展開を学
習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 34 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.312～315を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１０回 
低所得者への相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 9回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第１１回 

要介護高齢者とその家族への相談援助 ① 
※ 要介護高齢者とその家族への相談援助事例をもとに、要介

護高齢者の介護問題だけでなく、高齢者を抱える家族支援
のあり方について学習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 37 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.326～329を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１２回 
要介護高齢者とその家族への相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 11回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第１３回 

身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助 ① 
※ 身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助事例をもと

に、障害者の自立とは何を意味するのかを把握した上で、
自立生活に欠かせない社会資源調整や人々の意識変革に向
けての働きかけの内容を、国際生活機能分類の「社会生活
モデル」に基づいて学習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 38 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.330～335を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１４回 
身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 13 回の宿題について内容を精査し、
ディスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

  



 

 

第１５回 
まとめ 
※ 第 1 回～第 14 回授業を振り返り、援助の重要ポイントを

押さえる。 

事前学習 
授業で配布されたレジュメ、事前・事後
学習ノートの内容を整理し、ソーシャル
ワーク演習Ⅴでの学びをまとめる。 

事後学習 援助の重要ポイントについてまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（S） （2 単位） 

３．科目番号 SSMP2180 

２．授業担当教員 
青木 正・西村 明子・水島 正浩・村本 浄司・山脇 敬
子 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実

習を軸として継続的に展開するよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、
文献調査、グループ討議、ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的
な学習、また実習前・中・後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰでは、専門職養成における実習の意義、法的な位置づけ、どのように実習が
展開されるのかという基本的学習を中心として、次年度に行う実習に必要な知識を学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）相談援助実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 
2）実習施設・機関の概要について明瞭な説明ができる。 
3）資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

4）個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：実習を希望する実習種別に関して、その希望動機と関連法令、規定されたサービス内容について、

まとめなさい。 
課題 2：実習配属施設・機関に関して、その関連法令、規定されたサービス内容等施設・機関の概要につい

てまとめなさい。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 
『社会福祉士 相談援助実習』第 2版、中央法規、2014年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』 ※講義にて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 ※講義にて配布 
【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』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. 相談援助実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2. 実習施設・機関の概要について明瞭な説明ができる。 

3. 資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

4. 個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

また、本学規定により、本講義未収得者への実習配属は行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報
告すること。 

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

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4 ．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅰのねらいと単元の解説、講
義の進め方についての説明 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導用のノート（もし
くはファイル）を準備し、併せてテキスト「は
じめに」を熟読する。 

事後学習 
テキスト「はじめに」を熟読し、相談援助実
習の仕組みと内容についてノートにまとめ
る。 

配布物 
『ソーシャルワーク実習の手引き』、『学習の
手引き』、学生調査票 

第２回 

・実習前中後の流れ（全体像）と指導体制についての理解 
（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」使用） 

・実習に関する基本的ルールの確認 
 （東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」使用） 

事前学習 実習で学びたいことをノートにまとめる。 

事後学習 
「ソーシャルワーク実習の手引き」を参照に
東京福祉大学の実習の仕組み（全体像）につ
いてまとめる。 

第３回 

・相談援助実習の位置付けについて理解する（テキスト
pp.2～18）： 
専門職養成において実習を実施することの意味・意義につ
いて理解を深める 

事前学習 テキスト pp.2～18 を熟読する 

事後学習 
「なぜ実習が必要なのか」についてノートに
まとめ提出する。 

  



 

 

第４回 

・「相談援助実習ガイドライン」及び東京福祉大学におけ
る実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク
実習）の理解（テキスト pp.19～34 及びソーシャルワー
ク実習の手引き使用）： 
相談援助実習において求められる実習内容と本学の実習
目標を相互に理解し、実習目標への理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.19～34 を参照のうえ、相談援助
実習に求められる内容についてノートにま
とめる。 

事後学習 

テキスト pp.19～34 を参照のうえ、東京福祉
大学の実習（ソーシャルワーク基礎実習及び
ソーシャルワーク実習）の目標についてノー
トにまとめる。 

第５回 

・「相談援助実習」（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシ
ャルワーク実習）が可能な施設・機関の紹介と説明（テキ
スト pp.55～64 及び東京福祉大学「ソーシャルワーク実
習の手引き」使用）：法定施設・機関の紹介と希望種別の
選択 
・実習形態に関する理解（テキスト pp.65～68） 

事前学習 
テキスト pp.55～64 を熟読し、実習先施設・
機関の範囲について理解を深める。 

事後学習 
実習希望種別を選別しするとともにその動
機についてノートにまとめる。 

第６回 

・事前学習として実習先を理解する意義（テキスト
pp103~106）： 
希望種別に関する事前学習レポートをまとめる（課題 1） 
・社会福祉士資格取得に関する動機及び実習先種別に対す
る動機の明確化 

事前学習 実習希望種別に関する情報を収集する。 

事後学習 
課題 1 の作成（講義内で示される提出期限厳
守）。 

第７回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第８回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第９回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第１０回 
・実習先の配属 
・配属先実習施設・機関に関する情報収集 
・誓約書・個人調書等書類の作成（実習への抱負の明文化） 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」を熟読し、実習配属から実習実施までの
流れを再確認する。 

事後学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートに
まとめる。 

配布物 
実習配属通知、個人調査書（実習先提出用） 
実習記録必要書式のコピー（施設概要及び実
習プログラム案下書き用紙） 

第１１回 

・配属先実習施設・機関の利用者理解と援助方法（テキス
ト pp.123~139） 
・個人調書等書類の作成（社会福祉士資格取得の動機の明
文化） 

事前学習 
「社会福祉士を目指す動機」「思い描く社会
福祉士像」について言語化できるようまとめ
る。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１２回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142~146）： 
望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラム）
を踏まえてソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワ
ーク実習における学ぶべき内容について理解する 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実
習プログラム」についてノートに概要をまと
める。 

事後学習 
事前訪問の目的と留意点についてノートに
まとめる。 

配布物 「事前訪問について」 

第１３回 

・実習計画の作成（テキスト pp.147～154）： 
実習計画（本学では「実習プログラム（案）」とする）の
意義と作成についての理解を深める 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の
意義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
課題 2 の作成（講義内で示された提出期限厳
守）。 

第１４回 

・「契約としての実習」についての理解（テキスト
pp70~73）： 
実習における契約の意義について理解を深める 
・実習におけるリスクマネジメント（テキスト pp74~87）：
個人情報保護法の理解を含め、実習におけるリスクマネジ
メントの必要性と重要性において理解を深める 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」pp.55～を熟読し制度としての個人情報
保と倫理上の守秘義務について理解する。 

事後学習 事前訪問に向けた準備を行う。 

第１５回 
・見学実習（事前訪問）の最終確認 
・学習のまとめ 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 
事前訪問日時について実習指導者へ電話連
絡のうえ、訪問日時を明確にする。 

事後学習 
ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャル
ワーク実習指導Ⅱに向けた自己課題につい
てまとめる。 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１２回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142~146）： 
望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラム）
を踏まえてソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワ
ーク実習における学ぶべき内容について理解する 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実
習プログラム」についてノートに概要をまと
める。 

事後学習 
第 1 回セルフアセスメントシートの作成（1
回目） 

配布物 
 
セルフアセスメントシート 

第１３回 

・実習計画の作成（テキスト pp.147～154）： 
実習計画（本学では「実習プログラム（案）」とする）の
意義と作成についての理解を深める 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の
意義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
課題 2 の作成（講義内で示された提出期限厳
守）。 

  



 

 

第１４回 

・「契約としての実習」についての理解（テキスト
pp70~73）： 
実習における契約の意義について理解を深める 
・実習におけるリスクマネジメント（テキスト pp74~87）：
個人情報保護法の理解を含め、実習におけるリスクマネジ
メントの必要性と重要性において理解を深める 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」pp.55～を熟読し制度としての個人情報
保と倫理上の守秘義務について理解する。 

事後学習 事前訪問に向けた準備を行う。 

配布物 実習コンピテンス確認テストⅠ問題 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（P/B/SBP 編）（2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3181 

SBMP3481 
２．授業担当教員 姜 壽男・大門 俊樹・中里 哲也・西村 明子 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する

よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後

指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱでは、ソーシャルワーク基礎実習の実施に向けて、実習実施、また実践に必

要な援助技術及び関連技術について学習するとともに、ソーシャルワーク基礎実習、またその後のソーシャ

ルワーク実習における課題の明確化、また課題達成に必要な知識及び技術について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ソーシャルワーク基礎実習で求められ、確認すべき実習課題、専門知識と技術について明確に説明するこ

とができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4）実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：実習配属施設・機関の施設概要について規定の書式にまとめなさい。 

課題 2：ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）の作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014

年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導

Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.ソーシャルワーク基礎実習で求められ、確認すべき実習課題、専門知識と技術について明確に説明するこ

とができる。 

2.実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3.記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4.実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

3. 講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

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

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅰの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの講義内容、進め方の

説明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて用いたノート

（ファイル）の内容を確認し、自己課題について

明確化したうえで講義に臨む。 

事後学習 
ソーシャルワーク基礎実習実施上の課題につい

てノートにまとめる。 

  



 

 

第２回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.160～173）： 

  第 1 節・第 2 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 1・2 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第３回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.174～190）： 

  第 3 節・第 4 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 3・4 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第４回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.191～202）： 

第 5 節・第 6 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 5・6 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第５回 

・実習記録の理解（テキスト p.226）： 

実習記録の意義、書き方、取り扱い等に関する説明 

実習記録の書き方演習 

事前学習 
テキスト pp.226～238 を熟読し、記録の意義と

記入の際の留意点についてノートにまとめる。 

事後学習 
第 5 回で配布された実習日誌（コピー・練習用）

に記録を記入し、添削を受ける。 

第６回 

・実習先の配属 

・配属先実習施設・機関に関する情報収集 

・誓約書・個人調書等書類の作成（実習への抱負の明

文化） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク 

実習の手引き」を熟読し、実習配属から実習実施

までの流れを再確認する。 

事後学習 
配属施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

第７回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142～154）： 

望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラ

ム）を踏まえてソーシャルワーク基礎実習における学

ぶべき内容について理解する 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実習プ

ログラム」についてノートに概要をまとめる。 

事後学習 
レジデンシャルソーシャルワークとフィールド

ソーシャルワークについてノートにまとめる。 

第８回 

・ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）の作成

（テキスト pp.147～154）：実習計画の意義と作成に

ついての理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の意

義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
講義での学習を踏まえて実習計画書（案）を作成

する。 

第９回 

・ソーシャルワーク基礎実習 施設概要の作成： 

施設概要作成に関する説明 

・ソーシャルワーク基礎実習 プログラム（案）の作

成：実習プログラム（案）の記入と添削 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１０回 

・ソーシャルワーク基礎実習 施設概要の作成：施設

概要作成 

・ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）

の作成：実習プログムラ（案）の記入と添削・確認 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習 

テキスト pp.240～252 を熟読し、実習スーパー

ビジョンの目的と受け方についてノートに概要

をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）内容

を再確認し、口頭で説明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１３回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（2） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）内容

を再確認し、口頭で説明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１４回 
・実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務

等の理解（個人情報保護法の理解を含む） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

を熟読し制度としての個人情報保護と倫理上の

守秘義務について理解する。 

事後学習 守秘義務についてノートにまとめる。 

第１５回 
・学習のまとめ 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた課題 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習 

テキスト pp.240～252 を熟読し、実習スーパー

ビジョンの目的と受け方についてノートに概要

をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ 

  



 

 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）内容

を再確認し、口頭で説明できるように準備する。 

事後学習 実習コンピテンス問題パートⅡ テスト 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ及び解答用紙 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（J） （2 単位） 

３．科目番号 SSMP3181 

２．授業担当教員 西村 明子 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する

よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後

指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱでは、ソーシャルワーク実習の実施に向けて、実習実施、また実践に必要な

援助技術及び関連技術について学習するとともに、ソーシャルワーク実習における課題の明確化、また課題

達成に必要な知識及び技術について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について明

確に説明することができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4）実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：実習配属施設・機関の施設概要について規定の書式にまとめなさい。 

課題 2：ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014

年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導

Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について明

確に説明することができる。 

2.実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3.記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4.実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

3. 講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

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

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅰの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの講義内容、進め方の

説明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて用いたノート

（ファイル）の内容を確認し、自己課題について

明確化したうえで講義に臨む。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習実施上の課題についてノ

ートにまとめる。 

  



 

 

第２回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.160～173）： 

  第 1 節・第 2 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 1・2 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第３回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.174～190）： 

  第 3 節・第 4 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 3・4 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第４回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.191～202）： 

第 5 節・第 6 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 5・6 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第５回 

・実習記録の理解（テキスト p.226）： 

実習記録の意義、書き方、取り扱い等に関する説明 

実習記録の書き方演習 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の

理解 

事前学習 
テキスト pp.226～238 を熟読し、記録の意義と

記入の際の留意点についてノートにまとめる。 

事後学習 
第 5 回で配布された実習日誌（コピー・練習用）

に記録を記入し、添削を受ける。 

第６回 

・実習先の配属 

・配属先実習施設・機関に関する情報収集 

・誓約書・個人調書等書類の作成（実習への抱負の明

文化） 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の

理解 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク 

実習の手引き」を熟読し、実習配属から実習実施

までの流れを再確認する。 

事後学習 
配属施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

第７回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142～154）： 

望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラ

ム）を踏まえてソーシャルワーク実習における学ぶべ

き内容について理解する 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実習プ

ログラム」についてノートに概要をまとめる。 

事後学習 
レジデンシャルソーシャルワークとフィールド

ソーシャルワークについてノートにまとめる。 

第８回 

・実習計画の作成（テキスト pp.147～154）： 

実習計画（本学では「実習プログラム（案）」とする）

の意義と作成についての理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の意

義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
講義での学習を踏まえて実習計画書（案）を作成

する。 

第９回 

・ソーシャルワーク実習 施設概要の作成： 

施設概要作成に関する説明 

・ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作

成：実習プログラム（案）の記入と添削 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１０回 

・ソーシャルワーク実習 施設概要の作成：施設概要

作成 

・ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作

成：実習プログラム（案）の記入と添削・確認 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習 

テキスト pp.240～252 を熟読し、実習スーパー

ビジョンの目的と受け方についてノートに概要

をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
実習プログラム（案）内容を再確認し、口頭で説

明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１３回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（2） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
実習プログラム（案）内容を再確認し、口頭で説

明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１４回 
・実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務

等の理解（個人情報保護法の理解を含む） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

を熟読し制度としての個人情報保護と倫理上の

守秘義務について理解する。 

事後学習 守秘義務についてノートにまとめる。 

第１５回 
・学習のまとめ 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた課題 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

 

  



 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習 

テキスト pp.240～252 を熟読し、実習スーパー

ビジョンの目的と受け方についてノートに概要

をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
実習プログラム（案）内容を再確認し、口頭で説

明できるように準備する。 

事後学習 実習コンピテンス問題パートⅡ テスト 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ及び解答用紙 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅲ（S） （2単位） 

３．科目番号 SSMP3182 

２．授業担当教員 
大嶋 泰子・熊谷 大輔・中里 哲也・中土 純子・藤
島 薫・水島 正浩 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実

習を軸として継続的に展開するよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、
文献調査、グループ討議、ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的
な学習、また実習前・中・後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲは、ソーシャルワーク実習と並行して開講されており実習帰校指導と位置付
けている。（実習）実践を通じて課題となる事項を、本講義内で担当教員からのスーパービジョン、またグル
ープ、報告・発表を用いて学生間で検討し、その結果を再び（実習）実践へと結び付ける。（実習）実践と講

義との相互作用を通じてソーシャルワーク実践に必要な専門技術と知識を統合化する。なお、ソーシャルワ
ーク実習指導Ⅲ講義内での指導内容は、帰校指導記録を用いて実習先指導者へ定期的に報告することとなる。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）実習先での実践を振り返り、社会福祉施設・機関の職員の役割、また他職種連携をはじめとする支援にお
けるチームアプローチについて明確に説明できる。 

2）実習先での実践を振り返り、クライエントへの援助実践に必要な技術と知識、また自己課題について明確
に説明できる。 

3）実習先での実践を振り返り、社会福祉施設・機関と地域社会との関係性について理解し、地域社会への具

体的なアプローチについて明確に説明できる。 

4）実習先での実践を振り返り、社会福祉士としての職業倫理、職員の就業に関する規定の理解と組織の一員
としての役割と責任について明確に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

・課題 1～5：講義日程にて示す通り 

・実習報告書の作成 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』第 2版、中央法規、2014。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 実習先での実践を振り返り、社会福祉施設・機関の職員の役割、また他職種連携をはじめとする支援に

おけるチームアプローチについて明確に説明できる。 

2. 実習先での実践を振り返り、クライエントへの援助実践に必要な技術と知識、また自己課題について明
確に説明できる。 

3. 実習先での実践を振り返り、社会福祉施設・機関と地域社会との関係性について理解し、地域社会への
具体的なアプローチについて明確に説明できる。 

4. 実習先での実践を振り返り、社会福祉士としての職業倫理、職員の就業に関する規定の理解と組織の一

員としての役割と責任について明確に説明できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1～課題 5  30％ 

2. 実習報告書   30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

  



 

 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲの講義内容、進め方の説明 

・ソーシャルワーク実習 実習計画書の確認 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱで作成、配属
施設実習指導者より確認を得た実習計画
書と照らし合わせ、具体的に実習で行いた

い事をノートにまとめる。 

事後学習 
実習計画をもとに、30回の実習をより具体
的にマネジメントする。 

第２回 

・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

・ソーシャルワークケース記録の記載方法の理解： 

アセスメントについて 

事前学習 

支援過程とアセスメントの方法について
ソーシャルワークⅡのテキストを用いて

復習する。 

事後学習 

ソーシャルケースワーク記録情報収集と
アセスメントについて事例を用いて実際

に記入し、提出する。 

第３回 

・実習の振り返り： 実習実施上の問題点等について検討 

・ソーシャルワークケース記録の記載方法の理解： 

ジェノグラムとエコマップについて・プランニングについて 

・帰校指導について説明・理解 

事前学習 

ジェノグラムとエコマップについてソー

シャルワークⅡのテキストを用いて復習
する。 

事後学習 
ジェノグラムとエコマップについて事例

を用いて実際に作成、提出する。 

第４回 

・実習の振り返り：帰校指導記録を用いた報告 

実習実施上の問題点等について帰校指導記録を用いて検討 

・ソーシャルワークケース記録の記載方法の理解： 

インターベンション・結果と評価 

事前学習 帰校指導記録の記入 

事後学習 
帰校指導記録を精査、実習指導者へ提出す

る。 

第５回 

・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

・他職種連携とチームアプローチについての理解： 

実習施設・機関の他職種・他職員とのチームアプローチのあ
り方についてまとめる（課題 1） 

事前学習 

実習時に実習先で実践されている他食連
携について指導者より指導を受けその内
容を記録にまとめる。 

事後学習 
課題 1の作成（講義内で示される提出期限
厳守）。 

第６回 ・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

事前学習 課題 1についてまとめる。 

事後学習 
実習時に課題 2の作成に必要な情報につい

て質問等を通じて収集する。 

第７回 
・実習の振り返り：帰校指導記録を用いた報告 

実習実施上の問題点等について帰校指導記録を用いて検討 

事前学習 帰校指導記録の記入 

事後学習 
帰校指導記録を精査、実習指導者へ提出す
る。 

第８回 

・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

・地域社会への働きかけについての理解： 

実習施設・機関と関わる社会資源についてまとめたうえで、
その関連性と働きかけの方法についてまとめる（課題 2） 

事前学習 
実習先の社会資源について調べ、記録にま

とめる。 

事後学習 
課題 2の作成（講義内で示される提出期限

厳守）。 

第９回 

・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

・クライエントへの援助実践についての理解： 

クライエントへの支援において適用できる実践アプローチ
について考察する（課題 3） 

事前学習 

担当しているケースについて、情報を整理
する。また、ソーシャルワークの実践アプ

ローチについて内容を確認する。 

事後学習 
課題 3の作成（講義内で示される提出期限

厳守）。 

配布物 
実習報告書について、ソーシャルワーク実
習Ⅱアンケート（Sのみ） 

第１０回 

・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

・専門職の倫理綱領と実践についての理解： 

実習施設・機関での実践と専門職倫理との関係性についてま

とめる（課題 4） 

事前学習 

実習において実践活動及び職員の行動を
観察のうえ、専門職倫理との関係性につい

て考察し、記録にまとめる。 

事後学習 
課題 4の作成（講義内で示される提出期限
厳守）。 

第１１回 
・実践事例の報告と検討： 

担当している事例（事業）についての報告と意見交換 

事前学習 
担当ケース及び事業について報告用のレ
ジュメを作成、提出する。 

事後学習 
担当教員、クラスメンバーからのフィード
バックをまとめる。 

第１２回 
・実践事例の報告と検討： 

担当している事例（事業）についての報告と意見交換 

事前学習 
担当ケース及び事業について報告用のレ
ジュメを作成、提出する。 

事後学習 
担当教員、クラスメンバーからのフィード

バックをまとめる。 

配布物 
実習終了時の諸注意 

実習記録提出証明書 

第１３回 

・実習の振り返り：帰校指導記録を用いた報告 

・実践事例の報告と検討： 

担当している事例（事業）についての報告と意見交換 

・実習の評価について理解する（テキスト pp.290～308・及
び東京福祉大学ソーシャルワーク実習生自己評価表）： 

実習評価の意義について理解を深め、自己評価を行う 

・実習報告書の作成について（説明） 

事前学習 帰校指導記録の記入 

事後学習 
担当教員、クラスメンバーからのフィード
バックをまとめる。 

第１４回 

・ソーシャルワーカーとしての自分について理解を深める： 

自分の家族背景、交友関係等から、どのような価値観念をも
つようになったか、この価値観念が援助にどのように反映す
ると考えるかまとめる（課題 5） 

事前学習 

実習活動を通じて自己について振り返り、
価値観念と実習行動等の関係性について
考察し、記録にまとめる。 

事後学習 
課題 5の作成（講義内で示される提出期限
厳守）。 

第１５回 
・実習後の学習課題（テキスト p.310）： 

目標と結果の照合、今後の課題について明確化する 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録
にまとめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 体育科指導法 （2単位） 

３．科目番号 EDEL2313 

２．授業担当教員 釜崎 太 

４．授業形態 

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

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

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

７．講義概要 

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

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

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

の一体化を図ることの重要性を学び、説明することができる。 

８．学習目標 

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

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

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

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

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 教科書『教育における身体知研究序説』の第六章「ドレイファスの人工知能批判と身体教育」を読
み、体育とその指導法に関する自らの考えをまとめる。（個人） 

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

プ） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 体育編』 
樋口聡他『教育における身体知研究序説』創文企画、2017。 

【参考書】 
樋口聡『身体教育の思想』勁草書房、2005。 
佐藤学『学びの快楽』世織書房、1999。 

出原泰明『異質共同の学び―体育からの発信』創文企画、2004。 

学校体育研究同志会『スポーツの主人公を育てる体育・保健の授業づくり 指導案の基本とプラン集』創文企

画、2018。 

【参考資料】  
必要に応じて適宜配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

（2）指導と評価の一体化の理解を図ることができる。（学習目標 2） 

（3）意欲的に模擬授業を体験し、体育指導の実際を把握する。（関心、意欲） 

○評定の方法 

成績評価の規準 

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

12．受講生への 

メッセージ 

学校教育において理想とされる教師と子どもたちの関係は、「教える―教えられる関係（勉強型の教室）」
から「学び育ちあう関係（学び型の教室）」へと大きく変化してきました。後者の「学び育ちあう関係」にも
とづく体育の授業とはどのようなものなのでしょうか。本講義では、模擬授業を通して基本的な体育授業の
成立要件について経験的に学んだ後、「学び育ちあう関係」として実践される体育授業の成立要件について理
解してもらいます。模擬授業には、運動に適した服装（体育着）で参加してください。体育館では室内シュ
ーズが必要です。デニムやスウェットは禁止です。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（本講義の必要性や意義、今後の

授業の流れ、授業の約束等） 
 ＊グループ分けを行い、本講義についての意識と意

欲を高める。 

事前学習 講義の内容と目的をシラバスで確認する。 

事後学習 
各グループで模擬授業について意見交換す

る。 

第２回 

講義・グループワーク「体育とスポーツの相違・関係・
歴史―ボールの授業に考える身体教育―」。体育とは、
文化財としてのスポーツを教材とする身体教育である

ことを学ぶ 

事前学習 体育とスポーツの違いについて調べる。 

事後学習 
体育を身体教育として捉え直すときのポイ

ントについて整理する。 

第３回 

講義・グループワーク「模擬授業の指導案作成 1」。 体

育科の領域構成、単元計画の立て方、教材研究のポイ
ント、指導案の作成法、評価の仕方などを説明した後、
各グループで指導案の作成に取り組む。 

事前学習 教科書『小学校学習指導要領』を熟読する。 

事後学習 
実際の指導案の書き方を確認し、模擬授業の

流れについて考える。 

  



 

 

 

第４回 

講義・グループワーク「模擬授業の指導案作成 2」。各
グループで指導案を作成し、その内容にそって、教材
研究のポイント、指導案の作成法、評価の仕方などに

ついて補足・指導する。 

事前学習 模擬授業の指導案を作成する。 

事後学習 

各グループの指導案を読み、授業の流れを把

握する。学習カードの作成など模擬授業の事

前準備をする。 

第５回 

模擬授業①・②陸上運動系（走跳の運動遊び、陸上運

動）の模擬授業と省察検討会。＊模擬授業評価（相互
評価および教員評価）の観点は、ア）ティームティー
チングの配置は適切か、イ）発問や学習カードは適切

か、ウ）働きかけ・補助・支援などは適切か、エ）対
象者（他の学生）は担当グループに協力的か、オ）振
り返り時に活発な意見交換ができているか、カ）前時

の反省が生かされているか、など。 

事前学習 
提案グループの指導案を読み、授業の流れを

把握する。 

事後学習 

省察検討会において指摘を受けた部分やデ

ィスカッションを参考にして次時の授業に

活かせるようにする。 

第６回 

模擬授業③・④器械運動系（器械器具を使っての運動
遊び、器械運動）の模擬授業と省察検討会。※模擬授
業評価（相互評価および教員評価）の観点は第 5 回と

同じ。 

事前学習 
提案グループの指導案を読み、授業の流れを

把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第７回 
模擬授業⑤⑥ボール運動系 1（鬼遊び、ボールゲーム）
の模擬授業と省察検討会。※模擬授業評価（相互評価

および教員評価）の観点は第 5回と同じ。 

事前学習 
提案グループの指導案を読み、授業の流れを
把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第８回 

模擬授業⑦⑧ボール運動系 2（ゴール型、ネット型、

ベースボール型の中から選択）と体つくり運動系（体
ほぐしの運動遊び、多様な動きをつくる運動遊び、体
ほぐしの運動、多様な動きをつくる運動、体つくり運

動、体ほぐし運動）の模擬授業と省察検討会。※模擬
授業評価（相互評価および教員評価）の観点は第 5 回
と同じ。 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流

れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第９回 

模擬授業⑨⑩保健領域（健康な生活、体の発育・発達、
心の健康、けがの防止、病気の予防から選択）とオリ
ンピック・パラリンピックに関する指導の模擬授業と

省察検討会。※模擬授業評価（相互評価および教員評
価）の観点は第 5回と同じ。 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の流
れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分やお

互いのディスカッションを参考にして次時

の授業に生かせるようにする。 

第１０回 
講義・グループワーク「体育を映し出すメディアとし

てのスポーツ」。本時では、従来までの学校体育（スポ
ーツ教育）の問題点について学ぶ。 

事前学習 
参考書『身体教育の思想』の第三章「身体教

育とスポーツ経験」を熟読する。 

事後学習 

参考書『身体教育の思想』を参考にしながら、

これまでの体育授業の問題点について考察

する。 

第１１回 

講義・グループワーク「教育の基本原理としての「勉

強」から「学び」へ」。本時では、指導案を忠実に実践
しようとする「プログラム的実践」ではなく、教師と
子どもたちの関係性のなかで編み直される「プロジェ

クト的実践」への意識改革の必要性について学ぶ。 

事前学習 
教科書『教育における身体知研究序説』と参
考書『学びの快楽』を熟読する。 

事後学習 

教科書『教育における身体知研究序説』と参

考書『学びの快楽』を参考にしながら、「勉

強」型の体育と「学び」型の体育の違いにつ

いて考察する。 

第１２回 

講義・グループワーク「『楽しい体育論』の到達点と課

題」。本時では、「勉強」から「学び」へという現代教
育学の要請に、「楽しい体育論」の理論と実践がどこま
で応えられているかを検証する。 

事前学習 
参考書『異質共同の学び―体育からの発信』
の第一章「体育の『個別化』『個性化』学習

批判」を熟読する。 

事後学習 

参考書『学びの快楽』と『異質共同の学び―

体育からの発信』を参考にしながら、「めあ

て学習」の問題点を考察する。 

第１３回 

講義・グループワーク「『運動文化論』の到達点と課題」。
本時では、「勉強」から「学び」へという現代教育学の

要請に、「運動文化論」の理論と実践がどこまで応えら
れているかを検証する。 

事前学習 
参考書『異質共同の学び―体育からの発信』
の第二章「異質共同の学び―グループ学習

論」を熟読する。 

事後学習 

参考書『学びの快楽』と『異質共同の学び―

体育からの発信』を参考にしながら、「グル

ープ学習」の問題点を考察する。 

第１４回 

講義・グループワーク「保健のなかの身体と輝ける感
性体験の交流」。本時では、学習指導要領にも明記され
ている「心と体を一体としてとらえる」ことの意味と、

身体感性論にもとづく体育（身体教育）の意義につい
て学ぶ。 

事前学習 

教科書『教育における身体知研究序説』の第
六章「ドレイファスの人工知能批判と身体教
育」と参考書『身体教育の思想』の第五章「身

体感性論」を熟読する。 

事後学習 

体教科書『教育における身体知研究序説』と

参考書『身体教育の思想』及び『学びの快楽』

を参考にしながら、体育における「学び」と

は何かについて考察する。 

  



 

 

第１５回 

講義・グループワーク「まとめ」。これまでの授業を振
り返りながら、「学び」を実現させるための反省的実践

（家）と身体教育（新しい体育）の関係についてその
要点をまとめる。 

事前学習 
教科書『教育における身体知研究序説』を熟
読する。 

事後学習 

「学び育ちあう関係」のなかで実践される体

育授業（身体教育）の特徴と、反省的実践家

としての体育教師に求められる力量につい

て考察する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 体育科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP2390 

SJMP2290 

EDEL2313 ２．授業担当教員 坂本 史生 

４．授業形態 

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

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次春期の「体育」と密接な関連性をもつ授業であることを理解し修得することが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

(3) 演習として、実際の授業を通して、授業分析の方法を理解するとともに、学習評価を行い、指導と評価
の一体化を図ることの重要性を学び、説明することができる。 

８．学習目標 

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

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

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

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

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習目標に到達するために、以下の課題に取り組む。 

課題１ テキストを参考に学習指導案を作成する。（個人及びグループ） 

課題２ グループに分かれて検討を重ね指導案発表会または模擬授業で発表する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小学校学習指導要領解説 体育編 （平成 29 年 7 月公示 文部科学省） 

【参考書資料】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 7 月公示 文部科学省）。 

【参考書】  

必要に応じて適宜配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

（2）指導と評価の一体化の理解を図ることができる。（学習目標 2） 

（3）意欲的に模擬授業を体験し、体育指導の実際を把握する。（関心、意欲） 

○評定の方法 

成績評価の規準 

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

12．受講生への 

メッセージ 

・体育は他教科にない特性を持ち、学級経営の成功のための大きなカギを握ります。「体育の授業が上手にで

きればよい教師である」といっても過言ではありません。運動特性を捉えた上で、模擬授業等を参観するこ

とにより、現場ですぐに役立つ指導技術を身に付けることをめざしています。私自身の 25年間にわたる体育

授業実践のノウハウを伝授しますので、子どもたちに感動を与えられる教師をめざして下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（本講義の意義と今後の流れ） 

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

事前学習 
本講義内容をシラバスにてあらかじめ把

握し臨む。 

事後学習 
各グループで提案授業の内容の計画を立

てる。 

第２回 

講義 日本における体育科教育の変遷と今日における体

育科の特性および目標 

 ＊これまで歩んできた体育科教育の流れを把握すると
ともに今日的課題を知る。 

 ＊新旧の学習指導要領を比較し、加除訂正が加えられ
た部分について把握・理解し解説ができる。 

事前学習 
これまでの学習指導要領のだいたいの流

れを調べる。 

事後学習 

新学習指導要領における体育の位置づけ

を理解し、これからの子どもたちをどのよ

うに育てていけばよいのかについてレポ

ートにまとめる。 

第３回 

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

も学修する） 

 ＊各自治体における最新の体育科指導案を提示し、指
導案からイメージされる授業についてディスカッシ

ョンすることができる。 

事前学習 
過去の体育科学習指導案を見て書き方の

ポイントを理解しておく。 

事後学習 
実際の指導案の書き方を確認する。次時の

模擬授業の説明をする。 

  



 

 

 

第４回 

グループワーク① 「体育科学習指導案作成（低学年の
領域から）」 

 ＊各グループにわかれて役割分担をし、模擬授業に向

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

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の
流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第５回 

グループワーク② 「体育科学習指導案作成（中学年の
領域から）」 

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

考慮する） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の
流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第６回 

グループワーク③ 「体育科学習指導案作成（高学年の
領域から）」 

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

考慮する） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の
流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第７回 

模擬授業１「表現リズム遊び領域から」 （グループワ

ーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点 

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

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

＊相互評価も実施 

（「模擬授業評価の観点」の内容は、第 14 回まで同じ） 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第８回 

模擬授業 2 「走跳の運動遊び領域から」 （グループワ

ーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第９回 

模擬授業 3 「陸上運動領域から」（グループワーク 授

業分析  授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１０回 

模擬授業 4 「器械器具を使っての運動遊び領域から」（グ

ループワーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあ
たっては powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１１回 

模擬授業 5 「器械運動領域から」（グループワーク 授

業分析  授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１２回 

模擬授業 6 「ゲーム領域から」（グループワーク 授業

分析 授業振り返り）振り返りにあたっては powerpoint

等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１３回 

模擬授業 7 「ボール運動領域から」（グループワーク 授

業分析  授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。  

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１４回 

模擬授業 10 「保健領域（心の健康から）」（グループワ

ーク 授業分析 授業振り返り）振り返りにあたっては
powerpoint 等を活用。 

＊模擬授業評価の観点（第 7 回と同じ） 

＊相互評価も実施 

事前学習 
提案グループの指導案に目を通し、授業の

流れを把握する。 

事後学習 

模擬授業を振り返り、指摘を受けた部分や

お互いのディスカッションを参考にして

次時の授業に生かせるようにする。 

第１５回 

まとめと評価 

 ＊体育の指導に際して対象児童における適切な指導の
細案を個々で作成することができ、学校現場におけ
る指導案作りの重要性が理解でき、学校現場で十分

に応用できる能力を身につけることができたか。 

事前学習 
これまでの一連の模擬授業を思い出し、新

しい指導案を考える。 

事後学習 

体育科学習指導案の書き方の基本を押さ

え、実際の現場で生かせることできるよう

確認する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 多文化コミュニケーション （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1336 

GELA1329 

GELA1136 ２．授業担当教員 箕輪 理美 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
多文化理解入門を受講していることが望ましい 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

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

2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につける。 
3. グローバル時代の多文化コミュニケーションの役割と多文化共生の在り方について自分の意見を発信で

きる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

１．事前学習として、毎回指定された教科書の課題(「セルフチェック」と「ステップアップエクササイズ」)

を必ず行ってくる。 

２．毎回の授業の最後に、レスポンスペーパーに感想や疑問、質問を書いて提出してもらう。重要な指摘や
質問に関しては、次の授業の冒頭でフィードバックを行う。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

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

【参考書】授業時に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につけることができたか。 

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

きたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１. 授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題は行うこと。 

２. 授業で扱ったすべてのプリントはなくさないよう注意すること。 

３. 携帯電話は電源を切り、かばんの中にしまうこと。 

４. 私語は授業中は決してしないこと。 

５. わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 

６. どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

13．オフィスアワー 初回の授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 
事前学習 

教科書の「はじめに」と目次を読み、教科書

の内容を考えてくる。 

事後学習 シラバスの重要事項をノートにまとめる。 

第２回 自己紹介 1：自由に自分を紹介する 

事前学習 1 分間で自己紹介できるよう準備してくる。 

事後学習 
他の学生の自己紹介内容と気づいた点をノ

ートにまとめる。 

第３回 
第 1 章：異文化コミュニケーションとは 1：新しい常識・

ステレオタイプ・異文化理解への態度(pp.9-21) 

事前学習 
pp.9-21 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第４回 
第 1 章：異文化コミュニケーションとは 2：文化とコミ

ュニケーション(pp.22-35) 

事前学習 
pp.22-35 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第５回 
第 6 章：自分を知る：異文化適応力チェック・共感（エ

ンパシー）(pp.123-134) 

事前学習 

pp.123-134 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第６回 自己紹介 2：お互いの文化を紹介し合う 
事前学習 

今まで学んだことを参考に、1 分間で自分の

文化について紹介できるよう準備してくる。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第７回 
第 2 章：コミュニケーションスタイル：コンテキスト・

自己開示・パラ言語(pp.39-42, 46-57) 

事前学習 

pp.39-42, 46-57 までの「セルフチェック」と

「ステップアップエクササイズ」を完了して

おく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 



 

 

第８回 
第 3 章：言語コミュニケーション 1：ほめ方・叱り方・

謝り方(pp.61-77) 

事前学習 
pp.61-77 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第９回 第 4 章：非言語コミュニケーション 1 (pp.81-90) 
事前学習 

pp.81-90 までの「セルフチェック」と「ステ

ップアップエクササイズ」を完了しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１０回 第 4 章：非言語コミュニケーション 2 (pp.91-100) 
事前学習 

pp.91-100 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１１回 第 5 章：価値観(pp.103-113) 
事前学習 

pp.103-113 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１２回 
第 7 章：異文化コミュニケーションスキル 1 

(pp.137-149) 

事前学習 

pp.137-149 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１３回 
第 7 章：異文化コミュニケーションスキル 2 

(pp.150-165) 

事前学習 

pp.150-165 までの「セルフチェック」と「ス

テップアップエクササイズ」を完了してお

く。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１４回 グループ発表の準備 
事前学習 

グループ発表について話し合えるよう準備

をしてくる。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１５回 グループ発表 
事前学習 

グループ発表をスムーズにできるよう練習

を行う。 

事後学習 授業から学んだ内容をノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域看護学 （2 単位） 

３．科目番号 EDHE3315 

２．授業担当教員 鈴木 路子 

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

等 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「衛生学」「公衆衛生学」を履修条件とする 

７．講義概要 

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

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

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

と同意語である。 

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

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

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

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

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

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

れぞれの専門性を発揮する能力を養う。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになることを学習目標とします。 

１ 地域看護の理念・目的、対象、方法の概要を理解する。 

２ 地域における健康教育について理解する。 

３ 学校保健と地域保健の連携について理解する。 

４ 子どもの権利条約を通して子どもの権利をより深く理解する。 

５ 一人親家庭の生活実態や子どもを巡る諸問題について理解する。 

６ 地域ネットワークについて面接調査を計画し実践する方法を学ぶ。 

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

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

護教諭に求められる役割と機能を充分に理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

A4／1000字程度 提出期限は次週の授業時提出 

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

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

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

課題4 養護教諭をめざすために、社会福祉を学ぶ意義と目的について考察する 

課題5 子供の権利条約を精読し日本に与えた影響について考察する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

1・鈴木路子編著『公衆衛生看護ノート』教育家庭新聞社,2014 

2・岩波ジュニア新書『子どもの権利条約』岩波書店、2013年 3月 

【参考書】 

東京福祉大学編 『教職科目要説』（中等教育編）ミネルヴァ書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．地域看護の理念・目的、対象、方法の概要を理解することができたか。 

２．地域における健康教育について理解できたか。 

３．学校保健と地域保健の連携について理解できたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとに提出する授業への振り返り（30％） 

３．小テスト・課題レポート（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

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

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

13．オフィスアワー 授業前後の時間帯 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

地域看護とは何か－公衆衛生における地域看護（地域保

健）活動の役割と意義－ 

課題１：地域看護活動の目的・対象・方法及び必要とさ

れる能力についてまとめる 

事前学習 
教科書Ⅰ 序章を読み、地域看護学（公衆衛

生看護学）の全体像を把握する 

事後学習 

学校看護と地域看護の役割、連携を認識し、

具体的な目的・対象・方法を自らの言葉で表

現する 

第２回 

地域社会と地域看護の考え方－人の暮らしと健康 

課題２：地域社会と地域看護について考え、地域住民の

健康の把握方法についてまとめる 

事前学習 教育実習先の地域社会を想定する 

事後学習 
地域保健法を基盤に行われる地域住民の健

康把握の方法を整理する 



 

 

第３回 

地域における健康教育 

課題３：学校における健康教育と地域における健康教育 

を対比しながら指導案を作成する 

事前学習 
教科書Ⅱ第 3部学校健康教育と地域における

健康教育を読み、想定する 

事後学習 具体的に指導案を作成し実践する 

第４回 
学校保健と地域保健の連携（１）感染症対策、健康危機

管理対策 

事前学習 
地域の保健センター・保健所等を訪問し、資

料を収集する 

事後学習 
各種情報を入手分析、まとめ、討論を行った

結果をまとめる 

第５回 

学校保健と地域保健の連携（２）性教育、母子保健対策 

課題４：地域保健法・母子保健法・学校保健法等関連す

る法律を精読し重要な条文を整理する 

事前学習 
保健師と養護教諭の連携について支援事例

を調べておく 

事後学習 思春期保健対策として課題解決策を考える 

第６回 

学校保健と子ども家庭福祉の連携 

第１章 子ども家庭支援と社会福祉 

第２章 子ども家庭を取り巻く社会状況 

課題５：養護教諭をめざす人が社会福祉を学ぶ意義と目

的について考察する 

事前学習 
教科書第１・2 章を読み、学校保健の基盤と

して、子ども家庭福祉の重要性を認識する 

事後学習 
支援者として子どもに対峙するときの基本

的姿勢について考察する 

第７回 

第３章 社会福祉の理念と権利保障 

１．子どもの権利保障の歩み 

２．子どもの権利の特徴 

３．子どもの権利に関する条約 

課題６：子どもの権利条約を精読し、日本に与えた影響

について考察する 

事前学習 
子どもの権利条約を読み、子どもの権利と生

命・生活・生存の重要性を認識する 

事後学習 

子どもの権利条約について、その時代的背

景、条約制定の意義と目的、内容についてま

とめる 

第８回 

４．子どもを養育する権利と義務 

課題７：親権とは何か、親権を巡る問題について、法律

の改正も含めて動向を整理しまとめる 

事前学習 
教科書第３章を読み、子どもを養育する親の

権利と義務について理解を深める 

事後学習 
「ハーグ条約」とは何か、日本が加盟するこ

との意義と問題点についてまとめる 

第９回 
第４章 子ども家庭福祉にかかわる法体系 

児童福祉法・児童福祉を直接支える法律・関連する法律 

事前学習 
教科書第４章を読み、子ども家庭福祉の法体

系の全体像を把握する 

事後学習 児童虐待対策とその課題についてまとめる 

第１０回 

第８章 子ども家庭福祉と地域ネットワーク 

１．虐待防止ネットワークの広がり 

２．要保護児童対策地域協議会、設置の効果・課題 等 

３．出身市町村の現況調査の方法と計画を立てる 

事前学習 
教科書第８章を読み、地域ネットワークとそ

の必要性を理解する 

事後学習 
出身地市区町村の要保護児童対策地域協議

会の現状と課題を情報収集する 

第１１回 

第５章 子ども家庭福祉にかかわる専門職 

１．専門職との協働 

２．教育機関の福祉専門職 

３．児童福祉領域の福祉専門職 等 

事前学習 
教科書第５章を読み、子ども家庭福祉にかか

わる専門職とその機能を理解する 

事後学習 

養護教諭が連携を深めておく必要のある専

門職と連携する際の留意点についてまとめ

る 

第１２回 

第６章 児童の社会的養護サービス 

１．社会的養護とは何か 

２．社会的養護にかかわる機関、施設 等 

事前学習 
教科書第６章を読み、社会的養護とその今日

的課題を理解する 

事後学習 
里親制度の意義と現状、問題点についてまと

める 

第１３回 

第７章 ひとり親家庭への支援 

１．ひとり親家庭の概念 

２．ひとり親家庭の状況 

３．ひとり親家庭に対する社会的支援施策 

事前学習 
教科書第７章を読み、ひとり親家庭の現状に

ついて理解を深める 

事後学習 
父母の離婚が子どもの心身に与える影響に

ついて、近年の動向も踏まえて考察する 

第１４回 

要保護児童対策地域協議会についての現況調査の成果

発表 

１．現況調査の結果をグループで話し合い整理する 

２．グループ発表する 

事前学習 

地域ネットワークの現状と課題について各

自実施した現況調査の結果をレポートにま

とめる 

事後学習 
地域協議会への養護教諭の関わり方を考察

する 

第１５回 

第９章 子ども家庭支援の実際 

事例１：虐待事例への支援 

事例２：不登校事例への支援 

事前学習 
教科書第９章を読み、子ども家庭支援の具体

的実践事例を知る 

事後学習 
事例２について、支援の長期目標と短期目標

を立案する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP2104 

SBMP2104 
２．授業担当教員 佐藤 惟 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

地域福祉の基本的な考え方、主体と対象、係る組織、団体及び専門職や地域住民、地域福祉の推進方法を

学ぶとともに、地域援助技術としてのコミュニティワーク、コミュニティソーシャルネットワークの実践方
法を身につける。 

８．学習目標 

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

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

概ね6～8回に1回のペースで行われる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

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

いて理解する。 

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

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

○評定の方法 

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

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

は上記の目的のため、下記の事を守ることが期待されている。 

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

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

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

を必ず教師に書面をもって報告すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。 

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

定の有無にかかわらず、積極的な参加が望まれる。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバス、講義概要、試験に

ついての説明等、その他） 

事前学習 事前に講義概要について目を通しておく。 

事後学習 地域福祉論のねらいについてまとめる。 

第２回 コミュニティソーシャルワークの考え方；映像視聴 

事前学習 
コミュニティソーシャルワーク、社会福祉協議会

について、インターネット等で調べておく。 

事後学習 
コミュニティソーシャルワークについて復習す

る。教科書 pp.134～142 を読む。 

第３回 
コミュニティソーシャルワークの展開とシステム、

方法 

事前学習 教科書 pp.143～155 を読む。 

事後学習 地域アセスメントの方法についてまとめる。 

第４回 
専門他職種のチームアプローチとコミュニティソー

シャルワーク、専門職と住民の関係；映像視聴  

事前学習 教科書 pp.156～172 を読む。 

事後学習 専門職と住民の関係について復習する。 

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

事後学習 福祉圏域の考え方について復習する。 

第６回 
地域コミュニティ型組織とアソシエーション型組

織；確認テスト① 

事前学習 教科書 pp.52～56 を読む。 

事後学習 
地域コミュニティ型組織とアソシエーション型

組織について復習する。 



 

 

第７回 
地域福祉の実施主体①自治会・町内会と孤立死問

題；グループ分け 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 町内会・自治会の仕事についてまとめる。 

第８回 孤立死問題と個人情報保護；映像視聴 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 孤立死問題についてまとめる。 

第９回 
地域福祉の実施主体②民生委員・児童委員、保護司；

映像視聴 

事前学習 教科書 pp.116～125 を読む。 

事後学習 民生委員・児童委員についてまとめる。 

第１０回 
地域福祉の実施主体③社会福祉法人、NPO 法人、コ

ミュニティビジネス 

事前学習 教科書 pp.101～115 を読む。 

事後学習 社会福祉法人と NPO 法人についてまとめる。 

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

事後学習 社会福祉協議会についてまとめる。 

第１２回 
外部講師による講演：社会福祉協議会による仕事の

実際 

事前学習 教科書 pp.89～100 を読む。 

事後学習 講演を聞いて学んだことをまとめる。 

第１３回 
地域福祉の実施主体⑤地域包括支援センターと地域

包括ケアシステム；映像視聴 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 地域包括支援センターについてまとめる。 

第１４回 
地域福祉の実施主体⑥子育て世代包括支援センタ

ー；確認テスト② 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 子育て世代包括支援センターについてまとめる。 

第１５回 地域福祉計画と地域福祉活動計画 

事前学習 教科書 pp.78～88 を読む。 

事後学習 
地域福祉計画と地域福祉活動計画の違いについ

て復習する。 

第１６回 地域における福祉ニーズの把握方法と実際 

事前学習 教科書 pp.240～252 を読む。 

事後学習 
質的な福祉ニーズと量的な福祉ニーズについて

まとめる。 

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

事後学習 ガバメントとガバナンスの違いを復習する。 

第１８回 地域における福祉サービスの評価方法と実際 

事前学習 教科書 pp.281～298 を読む。 

事後学習 
自分の住む地域で福祉サービスの評価を行う組

織について調べてみる。 

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

事後学習 セツルメント運動についてまとめる。 

第２０回 
日本における地域福祉理論の発展と広がり；グルー

プ発表② 

事前学習 教科書 pp.36～46 を読む。 

事後学習 
わが国における地域福祉の理論の類型について

ノートにまとめる。 

第２１回 
海外における地域福祉の発展過程①イギリス；グル

ープ発表③ 

事前学習 教科書 pp.314～322 を読む。 

事後学習 イギリスの地域福祉の発展過程をまとめる。 

第２２回 
海外における地域福祉の発展過程②アメリカ；グル

ープ発表④；確認テスト③ 

事前学習 教科書 pp.323～328 を読む。 

事後学習 アメリカの地域福祉の発展過程をまとめる。 

第２３回 

災害支援と地域福祉①災害支援の考え方、災害支援

の実際、非日常の支援から日常の支援へ；グループ

発表⑤ 

事前学習 教科書 pp300.～312 を読む。 

事後学習 災害支援についてまとめる。 

第２４回 
災害支援と地域福祉②福祉避難所について；映像視

聴；グループ発表⑥ 

事前学習 教科書 pp300.～312 を読む。 

事後学習 福祉避難所についてまとめる。 

第２５回 
生活困窮者自立支援制度と地域福祉①制度の概要、

事例；グループ発表⑦ 

事前学習 教科書 pp.14～20 を読む。 

事後学習 生活困窮者自立支援についてまとめる。 

第２６回 
生活困窮者自立支援制度と地域福祉②子どもの貧

困；映像視聴；グループ発表⑧ 

事前学習 教科書 pp.14～20 を読む。 

事後学習 映像から学んだことをまとめる。 

第２７回 
介護保険制度と地域福祉①在宅での看取りに向けた

支援 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 地域包括ケアシステムについてまとめる。 

第２８回 
外部講師による講演：介護保険制度と地域福祉②地

域包括ケアシステム構築に向けた取り組み 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 講演を聞いて学んだことをまとめる。 

第２９回 
地域福祉に関する今後の課題①「わが事・丸ごと」

地域共生社会；確認テスト④ 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
「わが事・丸ごと」地域共生社会についてまとめ

る。 

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

事後学習 これまでの授業内容を復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4 単位） 

３．科目番号 

SBMP2104 

SPMP2104 

PSMP2404 ２．授業担当教員 中土 純子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

地域福祉の基本的な考え方、主体と対象、係る組織、団体及び専門職や地域住民、地域福祉の推進方法を

学ぶとともに、地域援助技術としてのコミュニティワーク、コミュニティソーシャルネットワークの実践方
法を身につける。 

８．学習目標 

・地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を含
む）について説明できる。 

・地域福祉の主体と対象について理解し説明できる。 

・地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について把握することができる。 
・地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法について把握し、そ
の実際について説明できる。 

・地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域ト
ータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解し説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1．講義内容に関する課題（確認テスト/レポート）を複数回実施する。 

2．課題の詳細は講義内で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』中央法規出版。 
【参考書】 

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

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

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

いて理解する。 

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

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

○評定の方法 

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

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講態度や姿勢、提出物に関しては、「他人に迷惑をかけない」こと「提出期限を守る」ことを求めます。 

講義の進捗状況・理解度等によって、シラバスの内容が前後する場合があります。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（シラバス、講義概要、レポートについての説明等） 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体

的なイメージをつかむ。 

事後学習 地域福祉を学ぶ意味について理解を深める。 

第２回 
第 1章 新しい社会福祉システム① 

（地域福祉の発展過程） 

事前学習 第 1章（pp.1～33）を読む。 

事後学習 地域福祉の発展過程を整理して理解する 

第３回 
第 1章 新しい社会福祉システム② 

（福祉コミュニティ）  

事前学習 第 1章（pp.1～33）を読む。 

事後学習 地域福祉とコミュニティについて整理する。 

第４回 
第 2章 地域福祉の基本的な考え方①  

（地域福祉理論とその理念） 

事前学習 第 2章（pp.35～56）を読む。 

事後学習 
地域福祉理論の発展と広がり、地域自立生活

支援と地域福祉の理論を整理する。 

第５回 
第 2章 地域福祉の基本的な考え方②  

（地域における連携体制） 

事前学習 第 2章（pp.35～56）を読む。 

事後学習 

地域のとらえ方と福祉圏域、地域コミュニテ

ィ型組織とアソシエーション型組織の有機的

連携について整理する。 

第６回 第 3章 地域福祉の主体と福祉教育 

事前学習 第 3章（pp.57～76）を読む。 

事後学習 
地域福祉の主体と福祉教育、地域福祉の主体

と福祉教育の歩みを整理する。 

第７回 
第 4章 行政組織と民間組織の役割と実際① 

（地域福祉計画） 

事前学習 第 4章（pp.77～132）を読む。 

事後学習 
社会福祉における地方分権と地域福祉計画、

社会福祉協議会の役割と実際を整理する。 



 

 

第８回 
第 4章 行政組織と民間組織の役割と実際② 

（社会福祉法人と市民活動） 

事前学習 第 4章（pp.77～132）を読む。 

事後学習 

社会福祉法人の役割と実際、特定非営利法人

の役割と実際のボランティア活動を整理す

る。 

第９回 
第 4章 行政組織と民間組織の役割と実際③ 

（福祉コミュニティビジネス）  

事前学習 第 4章（pp.77～132）を読む。 

事後学習 
民生委員・児童委員、保護司、福祉コミュニテ

ィビジネスと企業の社会貢献を整理する。 

第１０回 
第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割

①（コミュニティソーシャルワークの概念） 

事前学習 第 5章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 

コミュニティソーシャルワークの考え方、コ

ミュニティソーシャルワークの展開とシステ

ムを整理する。 

第１１回 
第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割

②（展開プロセスと地域アセスメント） 

事前学習 第 5章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 
コミュニティソーシャルワークの方法を整理

する。 

第１２回 
第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割

③（専門職と住民の役割） 

事前学習 第 5章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 
専門多職種のチームアプローチとコミュニテ

ィソーシャルワーカーの役割を整理する。 

第１３回 
第 6章 住民参加と方法① 

（住民参加の形態） 

事前学習 第 6章（pp.173～194）を読む。 

事後学習 

地域福祉推進における住民参加の意義、市町

村社会福祉行政における住民参加について整

理する。 

第１４回 

第 6章 住民参加と方法② 

（地域福祉への参加保障） 

  

事前学習 第 6章（pp.173～194）を読む。 

事後学習 住民代表性と参加方法について整理する。 

第１５回 
外部講師による講義 

（ネットワークづくり） 

事前学習 第 7章（pp.195～212）を読む。 

事後学習 

ソーシャルサポートネットワークの考え方と

位置、ソーシャルサポートネットワークとエ

コロジカルアプローチを整理する。 

第１６回 
第 7章 ソーシャルサポートネットワーク 

（アセスメントから支援計画へ）  

事前学習 第 7章（pp.195～212）を読む。  

事後学習 
事例の内容を振り返り、ソーシャルサポート
の多面性、支援計画を整理する。 

第１７回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発① 

（社会資源の活用） 

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
社会資源の概要、社会資源の活用法とコーデ
ィネートについて整理する。 

第１８回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発② 

（福祉サービスの活用） 

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの開発、税制優遇と助成金の活
用を整理する。 

第１９回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発③ 

（ソーシャルアクション）  

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
まちづくりとソーシャルアクションについて
整理する。 

第２０回 
第 9章 地域における福祉ニーズの把握方法と実際① 

（アウトリーチの意義） 

事前学習 第 9章（pp.239～252）を読む。 

事後学習 
地域福祉におけるアウトリーチの意義、質的
な福祉ニーズの把握方法と実際を整理する。 

第２１回 
第 9章 地域における福祉ニーズの把握方法と実際② 

（福祉ニーズの把握） 

事前学習 第 9章（pp.239～252）を読む。 

事後学習 量的な福祉ニーズの把握方法と実際。 

第２２回 
第 10章 地域トータルケアシステムの構築と実際① 

（地域トータルケアシステムの展開） 

事前学習 第 10章（pp.253～279）を読む。 

事後学習 

地域トータルケアシステムの必要性と考え
方、地域トータルケアシステムの展開方法を

整理する。 

第２３回 
外部講師による講義 

（地域トータルケアシステムの構築事例） 

事前学習 第 10章（pp.253～279）を読む。 

事後学習 
地域トータルケアシステムの事例、ソーシャ

ル従事者の研修と組織化を整理する。 

第２４回 
第 11 章 地域における福祉サービスの評価方法と実際
①（福祉サービスの評価） 

事前学習 第 11章（pp.281～298）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの評価を必要とする背景、評価

の考え方を整理する。 

第２５回 

第 11 章 地域における福祉サービスの評価方法と実際
② 

（福祉サービスのプログラム評価） 

事前学習 第 11章（pp.281～298）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの評価の方法と実際を整理す

る。 

第２６回 
第 12章 災害支援と地域福祉① 

（災害支援の方法） 

事前学習 第 12章（pp.299～312）を読む。 

事後学習 災害支援の考え方と方法を整理する。 

第２７回 
第 12章 災害支援と地域福祉② 

（災害支援の実際） 

事前学習 第 12章（pp.299～312）を読む。 

事後学習 災害支援の実際を整理する。 

第２８回 

第 13 章 日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方
① 

（イギリスのコミュニティソーシャルワーク） 

事前学習 第 13章（pp. 314～329）を読む。 

事後学習 イギリスの地域福祉について整理する。 

  



 

 

第２９回 

第 14 章 日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方
② 

（アメリカのコミュニティソーシャルワーク） 

事前学習 第 13章（pp. 314～329）を読む。 

事後学習 アメリカの地域福祉について整理する。 

第３０回 総まとめ 
事前学習 これまでの授業内容を整理する。 

事後学習 重要事項をまとめ、理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP2104 

SCMP2104 
２．授業担当教員 櫻井 猛 

４．授業形態 講義、グループビデオ学習 ディスカッション・作業及び発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次に履修することが望ましい 編入生はできるだけ早い時期に履修するのが望ましい 

７．講義概要 地域福祉の基本的な考え方、主体と対象、係る組織、団体及び専門職や地域住民、地域福祉の推進方法を

学ぶとともに、地域援助技術としてのコミュニティワーク、コミュニティソーシャルネットワークの実践方
法を身につける。 

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

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

・地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法について把握し、そ
の実際について説明できる。 
・地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域ト

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

自分にとって一番身近に感じられる地域社会を選び、その地域社会の歴史、風土、地勢、戦前戦後の住民の

生活、戦後の変遷、現在の地域福祉の状況について調査し、毎週の練習問題を課題として、小テストを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

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

いて理解する。 

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

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

○評定の方法 

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

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．自分なりの専門職としての将来設計をもって、積極的な態度で授業に出席する。 

２．授業のための予習を必ずしてくること。３、携帯電話は電源を切り、机上に置かないこと。 

13．オフィスアワー 休憩時間に相談に応じる 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
第一部 日本の地域福祉の歩み 

講義 地域福祉の概念と専門技術の説明 

事前学習 
前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 
重要事項の確認と講義の整理。 

第２回 
総論 日本の地域福祉実践活動 

地域福祉を支える「コミュニテイワーク」技術 

事前学習 
前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 
重要事項の確認と講義の整理。 

第３回 
明治期から戦後体制までの公私社会事業 

恤救規則 面委員制度 背景にある国民の困窮 

事前学習 
前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 
重要事項の確認と講義の整理。 

第４回 

戦後 福祉三法、社会福祉事業法の制定 

「社会福祉協議会」の誕生と「社協基本要項」の策

定 

事前学習 
前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

  



 

 

第５回 
「社会福祉事業法」と社会福祉協議会 

地域組織化の理論 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第６回 
福祉見直し期の社会福祉協議会の役割り 

ゴールドプランと基礎構造改革 在宅福祉の強化 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第７回 
福祉見直し政策下の在宅福祉の重視 

 ゴールドプランと八法改正 基礎構造改革 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第８回 
社会福祉法。介護保険法の成立 

 契約時代の利用者支援と成年後見制度 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第９回 
介護保険法改正 

見直された「在宅サービス」と「介護予防」 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第１０回 
包括ケアシステムと成年後見制度 

「日常生活自立支援事業」 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第１１回 
我が国ボランテイア活動の歩み 

 ボランティアセンターの設置と地域福祉実践 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第１２回 
福祉のまちづくり政策 

事例研究 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。。 

第１３回 
基礎構造改革 

社会福祉法 介護保険法の制定 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第１４回 
児童福祉分野及び障害者福祉分野の計画 

障害者プラン エンゼルプランの制定 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第１５回 

第二部 イギリスの地域福祉実践 

イギリスの福祉思想 「チャリテイ」と「フィラン

ソロ」 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第１６回 
イギリスの「コミュニテイサービス」 

 シチズンシップ活動、青少年を対象とした活動 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第１７回 
青少年を対象とした活動プログラム 

１）ミレニアム・ボランティア事業 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 



 

 

第１８回 

アメリカの障害者自立生活運動と自立生活の普及 

 自立生活運動の考え方と「障害者インターナショ

ナル」 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第１９回 
社会モデル・人権モデルの確立 

障害は社会の障壁によって作り出される 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第２０回 
第三部 アメリカの地域福祉実践 

アメリカの慈善組織運動とケースワークの誕生 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第２１回 
アメリカの「セツルメント活動」と 

「コミュニテイ・オーガニゼーション理論」の誕生 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第２２回 

「コミュニティ・ソーシャルワーク」の誕生 

 我が国の「コミュニティ・ソーシャルワーク」の

実践 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第２３回 
日本における「地域包括ケアシステム」の提案 

 包括ケアをめぐる新たな政策展開 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第２４回 
地域包括支援センターの活動内容 

チームケアとケアマネジメント 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第２５回 
基礎自治体ごとの「地域福祉計画」の策定 

地域福祉計画のポイント 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第２６回 
契約時代の「社会福祉協議会活動第四部  

「社協・生活支援活動強化方針」策定 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第２７回 
障害者基本法、障害者プラン 

「障害者ケアマネジメント」の導入 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第２８回 
我が国のボランテイア活動の歩み 

社会福祉協議会のボランテイア推進事業 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第２９回 
児童福祉改革 

「子ども・子育てビジョン」策定 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

第３０回 
子ども・子育て ビジョン 

「児童虐待防止法」 

事前学習 前回の講義資料を熟読しておく。 

事後学習 重要事項の確認と講義の整理。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知的障害教育Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3449 

SCMP3449 

SBMP3449 ２．授業担当教員 工藤 傑史 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「知的障害教育Ⅰ」を踏まえて行います。 

７．講義概要 

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

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

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

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

８．学習目標 

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

① 知的障害者を取り巻く様々な社会事情。 

② 各種教育計画の作成。 

③ 知的障害の実態把握・アセスメント。 

④ 教材・教具の意義や工夫。 

⑤ 「各教科等を合わせた指導」の法的根拠やねらい・内容を授業に生かす。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第６回から第９回において、「各教科等を合わせた指導」についての模擬授業を行います。児童生徒の実態を

決め、グループで役割分担をして、教材教具を工夫し、指導案を提出します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】特になし。春期の教科書「新版キーワード 特別支援教育」を引き続き使います。 

【参考書】筑波大学附属大塚特別支援学校編著『特別支援教育のとっておきの授業レシピ』学研。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

うことができたか。 

○評定の方法 

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

１ 模擬授業（発表態度、内容）       総合点の３０％ 

２ 授業での態度              総合点の２０％ 

３ 論文課題・期末試験           総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

知的障害教育Ⅰ（春期）の内容をふまえて、講義・演習を実施します。春期の教科書を振り返りながら参 

加してください。知的障害教育の教師には、人を大切にする姿勢、相手を主役として活躍させる姿勢、不測の

事態に柔軟に対応する知識と技能が必要です。集団活動を組織・計画し創造する能力が特に必要です。授業だ

けでなく人と関わるさまざまな体験を積み、人間性豊かな教師をめざしてください。 

13．オフィスアワー 1 回目の講義でお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

知的障害教育の動向 

事前学習 「知的障害教育Ⅰ」で学んだ内容を振り返っておく。 

事後学習 模擬授業を行なうための仲間作りや下調べをしておく。 

第２回 知的障害教育における各種教育計画 

事前学習 
春期の教科書で、「個別の教育支援計画」、「個別の指導計

画」を読んでおく。 

事後学習 
これらの計画の作成が義務化されている根拠を学習指導

要領解説で確認しておく。 

第３回 
知的障害特別支援学校における学習指導案づ

くり 

事前学習 
春期の教科書で、「指導案作り」、「評価と記録」を読んで

おく。 

事後学習 グループで、模擬授業の計画を立てる。 

第４回 実態把握とアセスメント 

事前学習 春期の教科書で、「発達検査・診断」を読んでおく。 

事後学習 
学習したアセスメント方法を自分でできるようになって

おく。グループで、模擬授業の計画を立てる。 

第５回 知的障害児の発達支援と教材・教具 

事前学習 
春期の教科書で、「障害児教育における教材･教具」を読

んでおく。 

事後学習 
教材・教具をなぜ使うかについて説明できるようにして

おく。 

第６回 生活単元学習の実際と指導計画 

事前学習 春期の教科書で、「生活単元学習」を読んでおく。 

事後学習 
「生活単元学習」の模擬授業を見て気づいたことをまと

める。 

第７回 日常生活指導の実際と指導計画 

事前学習 春期の教科書で、「日常生活の指導」を読んでおく。 

事後学習 
日常生活の指導」の模擬授業を見て気づいたことをまと

める。 



 

 

第８回 作業学習の実際と指導計画 
事前学習 春期の教科書で、「作業学習」を読んでおく。 

事後学習 「作業学習」の模擬授業を見て気づいたことをまとめる。 

第９回 自立活動の実際と指導計画 

事前学習 春期の教科書 pp100-101「自立活動」を読んでおく。 

事後学習 
自立活動の6区分27項目について説明できるようにして

おく。 

第１０回 行動障害への対応 

事前学習 
春期の教科書で、ASD や ADHD に関する部分を読んで

おく。 

事後学習 
ADHD や ASD の行動障害への対応のポイントをまとめ

ておく。 

第１１回 交流及び共同学習 

事前学習 春期の教科書で、「共同教育・交流教育」を読んでおく。 

事後学習 
「交流及び共同学習」の法的根拠や、「副籍制度」、「支援

籍制度」について説明できるようにしておく。 

第１２回 キャリア教育と就労支援 

事前学習 春期の教科書で、「ライフステージと教育」を読んでおく。 

事後学習 
「キャリア教育」について、その理念や法的根拠につい

て説明できるようにしておく。 

第１３回 学校組織における危機管理 

事前学習 
特別支援学校で起こる「危機」と教師の役割について考

えておく。 

事後学習 
通常の危機管理と災害時の危機管理について整理してお

く。 

第１４回 生涯学習支援 
事前学習 春期の教科書で、「生涯学習支援」を読んでおく。 

事後学習 「生涯学習支援」の意義についてまとまる。 

第１５回 知的障害教育の教育課題 
事前学習 

知的障害教育の教育課題について自分の考えをまとめて

おく。 

事後学習 提示された試験のポイントを再確認しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知的障害教育総論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3455 

SCMP3455 

SBMP3455 ２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 
講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

本科目では、世界や日本における知的障害教育の歴史、教育的な位置づけ、現代の新しい流れについて関

心を広げながら、幅広く学ぶ。特に今後はインクルーシブ教育が重視されていく中で、これからの知的障害
教育には何が最も重要になっていくのか、議論を深めていく。また、知的障害の根本的な症状や「困り感」
に関する障害理解と、学校教育や教師の役割に関して多様な知識を学んでいく。そのために、通常学校の各

教科との連続性を考慮しつつ、生活単元学習、作業学習、日常生活の指導及び自立活動について実際の授業
映像を見ながら理解を深めていく。さらに、その他の動画、画像、スライドや独自の資料を多用し、わかり
やすい説明を心掛けていきたい。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

① 知的障害児教育の歴史と今日的な課題                     

② 知的障害児教育や教師の役割に関する基本的な知識                        

③ 知的障害児への様々な指導法と具体的な内容 

④ 知的障害児者をとりまく地域行政や支援 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

適宜、レポート等を実施します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
太田俊己 藤原義博『新訂 知的障害教育総論』放送大学振興会 
【参考書】 

文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編(幼稚部・小学部・中学部)』(平成 30 年 3 月) 

文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部)』（平成 30 年 3 月） 

文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部・小学部・中学部)』(平成 30 年

3 月) 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．知的障害教育に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。    

２．知的障害児への様々な指導法と具体的な内容を理解し、実際に対処できるようになっているか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の４０％ 

２ レポート（模擬授業、テストを含む） 総合点の６０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

我が国においても共生社会の実現に向けての動きが加速度的に進み、2020 年に東京オリンピック・パラリン

ピック年を迎え、特別支援教育を取り巻く状況が大きく変化しています。今、世界や日本の教育現場では何

が始まっているのか、またどんな人材が求められているのかを考えながら、知的障害教育をしっかり学んで

いきましょう。教科書は必ず準備し、予習復習をしっかり行ってください。 

13．オフィスアワー 1回目の講義でお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション   

知的障害の定義と教育現状・特色、課題 

事前学習 

シラバスの中から自分の関心のあるテーマを一

つ選び、知っている情報をまとめて説明出来る

ようにする。 

事後学習 定義や課題等を説明できるようにする。 

第２回 知的障害のある子どもの理解と支援 

事前学習 
教科書の pp.23～33 を読んで、知的障害児につ

いて調べる。 

事後学習 
心理的な特徴や理解するための基本的な視点と

支援等を説明できるようにする。 

第３回 知的障害教育の教育課程の特徴と指導法 

事前学習 
教科書の pp.48～62 を読んで、知的障害教育の

教育課程と指導法について調べる。 

事後学習 
教育課程の特色や授業形態の工夫等を説明でき

るようにする。 

第４回 知的障害教育の指導法① 生活単元学習・作業学習 

事前学習 

教科書の pp.63～80、pp.81～95 に目を通し、

生活単元学習や作業学習の意義について調べ

る。 

事後学習 
生活単元学習と作業学習の意義と具体的な内容

等を説明できるようにする。 

第５回 知的障害教育の指導法② 日常生活の指導・遊びの指導 

事前学習 
教科書の pp.96～108 を読み、日常生活指導・遊

びの指導の意義について調べる。 

事後学習 
日常生活指導や遊びの指導の意義や具体的な内

容等を説明できるようにする。 



 

 

第６回 知的障害教育の指導法③ 教科別の指導 

事前学習 
教科書の pp.109～119 を読み、教科別の指導に

ついて調べる。 

事後学習 
知的障害各教科の特徴、具体的な指導上のポイ

ント等を説明できるようにする。 

第７回 知的障害教育の指導法④ 自立活動の指導 

事前学習 
教科書の pp.120～134 を読み、自立活動の意義

について調べる。 

事後学習 
自立活動の意義や具体的な内容等を説明できる

ようにする。 

第８回 特別支援学級の学級経営と教育課程と指導法 

事前学習 
教科書の pp.135～146 を読み、知的障害特別支

援学級の教育課程と指導法について調べる。 

事後学習 
「特別な教育課程」や教育課程編成の留意事項

と実際の指導等を説明できるようにする。 

第９回 知的障害教育の歴史 
事前学習 

知的障害教育に尽力した先人をインターネット

等で調べる。 

事後学習 知的障害教育の歴史についてまとめる。 

第１０回 日本と海外の知的障害教育 

事前学習 
教科書の pp.147～164 を読み、海外の知的障害

教育について調べる。 

事後学習 
インクルーシブ教育の状況や教育課程の違い等

を説明できるようにする。 

第１１回 個別の指導計画と教育支援計画 

事前学習 
教科書の pp.165～182 を読み、個別の指導計画

と個別の教育支援計画について調べる。 

事後学習 
個別の指導計画と個別の教育支援計画の違いを

説明できるようにする。 

第１２回 知的障害教育とキャリア教育 

事前学習 
教科書の pp.183～205 を読み、知的障害児のキ

ャリア教育について調べる。 

事後学習 
キャリア教育の意義や進路指導の現状等を説明

できるようにする。 

第１３回 行動上の問題の理解と支援 
事前学習 

教科書の pp.206～217 を読み、知的障害児の行

動上の問題について調べる。 

事後学習 行動上の問題への対応についてまとめる。 

第１４回 知的障害教育と生涯学習支援 

事前学習 
知的障害者の生涯学習支援について、インター

ネット等で調べる。 

事後学習 
知的障害者の生涯学習支援のあり方についてま

とめる。 

第１５回 まとめ 
事前学習 

講義全体を振り返り、新たな気づきや感想につ

いてまとめる。 

事後学習 課題レポートを提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 中国の文化と言語Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 GECM1314 

２．授業担当教員 張 岩 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

のことを通して、日本に身を置くわたしたちの暮らしや考え方と比べてみる。 

８．学習目標 

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

2.中国語で書かれた、ある程度まとまった文章を理解できる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中の口頭発表：随時、ディスカッション後（授業に対しての理解を確認する、個人の見解を述べて、皆

で考える）。 

授業中及び授業後のドリル：一課毎（勉強した内容を振り返って、理解を強化する） 

レポート：１～２回（映画などを見て考えよう。命題。800～1200文字） 

小テスト、まとめドリル（採点あり）：学期中、期末（学習内容がどれくらい習得したのかを確かめる） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】陳淑梅・劉光赤著『しゃべっていいとも中国語（中西君と一緒に中国へ行こう）』朝日出版社。 

（履修にあたって、教科書は必ず用意すること） 

【参考書】（任意） 

○中国語辞書 ○瀬戸口 律子著『完全マスター中国語の文法 改訂版』。 

○竹内 実著『北京』文芸春秋社。 

○沈潔 著『地域福祉と福祉ＮＰＯの日中比較研究』日本僑報社。 ○その他、インターネットなど 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

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

2.中国語で書かれた、ある程度まとまった文章を理解できたか。 

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

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

○評定の方法 

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

1.授業への積極的な参加 総合点の 30% 

2.小テスト       総合点の 40% 

3.課題レポート     総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

現在の中国では、社会福祉をはじめ、多くの社会問題を抱えており、日本に比べて遅れている部分もある

と思われます。その原因はさまざまだと思いますが、その根底にある中国の歴史、伝統、国家体制、社会の

仕組みなどを理解する必要があると思います。近年、著しい経済発展や社会制度の改善により、日本ととも

に福祉を語る日も近いでしょう。そのときには、習い覚えた中国語でコミュニケーションの糸口を開くこと

ができることを望んでいます。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後に設ける 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

①「中国の文化と言語Ⅰ」の「まとめドリル」を講評、

「中国の文化と言語Ⅰ」のポイント復習 

②教科書第９課「道をたずねる」 

（動詞“在”、前置詞“从”“往”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.44～46（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：復習：教科書第９課の内容（ノート、

教科書：授業でノートにメモした内容や、授

業で勉強した教科書の内容をまとめて、発音

練習をする）教科書 pp.48-49 ドリル 

第２回 

①教科書第９課 

②教科書 pp.48～49 ドリルの答え合わせ 

③教科書第１０課「ショッピングをする」 

（数のいい方、形容詞が述語になる文） 

事前学習 

予習：教科書 pp.50～51（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１０課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

  



 

 

第３回 

①教科書第１０課 pp.52～53 

②教科書 pp.54～55 ドリル 

③映画「こころの湯」のその時代背景 

（資料配布） 

事前学習 
教科書 p.52、CD を聴いて発音をしてみる、

第１０課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１０課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

映画「こころの湯」について、資料を読む、

調べる（インターネット、図書館など） 

第４回 映画：「こころの湯」、レポート課題を配布 
事前学習 

映画「こころの湯」とその時代背景（資料を

読む） 

事後学習 映画の内容をノートにまとめる 

第５回 

①教科書第１１課「おしゃべりをする」 

（年月日、曜日のいい方、年齢のいい方） 

②ディスカッション、「こころの湯」 

レポート設題について 

事前学習 

配布した資料やノート、調べた内容を用意 

予習：教科書 pp.56～57（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１１課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめる） 

ディスカッションの内容をノートにまとめ

る、レポートの主旨を決める、レポートを書

く 

第６回 
①教科書第１１課 pp.58～59 

②教科書 pp.60～61 ドリル 

事前学習 
教科書 p.58、CD を聴いて発音をしてみる、

第１１課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１１課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第７回 

教科書第１２課「料理を注文する」 

（量詞、動詞の重ね型） 

レポート提出 

事前学習 

予習：教科書 pp.62～64（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる）レポートを用

意  

事後学習 

復習：教科書第１２課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめて、発音練習

をする）教科書 pp.66-67 ドリル 

第８回 

①教科書第１２課 

②教科書 p.66～67 ドリルの答え合わせ 

③教科書第１３課「サッカーのチケットを買う」 

（時刻のいい方、文末の“了”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.68～69（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１３課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第９回 

①教科書第１３課 pp.70～71 

②教科書 p.72～73 ドリル 

③ビデオ：中国いろいろ 

事前学習 
教科書 p.70、CD を聴いて発音をしてみる、

第１３課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１３課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第１０回 
教科書第１４課「マッサージ」 

（時間の長さのいい方、完了を示す“了”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.74～76（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１４課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめて、発音練習

をする）教科書 pp.78-79 ドリル 

第１１回 

①教科書第１４課 

②教科書 p.78～79 ドリルの答え合わせ 

③教科書第１５課「インターネットカフェ」 

（前置詞“给”、助動詞“可以”“能”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.80～81（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１５課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

  



 

 

第１２回 
①教科書第１５課 p.82～83 

②教科書 p.84～85 ドリル 

事前学習 
教科書 p.82、CD を聴いて発音をしてみる、

第１５課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第１５課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

第１３回 
教科書第１６課「電話をかける」 

（動詞の進行態、助動詞“会”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.86～88（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第１６課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容をまとめて、発音練習

をする）教科書 p.90-91 ドリル 

第１４回 

①教科書第１６課 

②教科書 p.90～91 ドリルの答え合わせ 

③９～１６課復習練習問題 

事前学習 ノート、教科書、プリントを整理して用意 

事後学習 

復習：教科書第１６課の内容（ノート、教科

書：授業でノートにメモした内容や、授業で

勉強した教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる） 

総復習：９～１６課の授業でノートにメモし

た内容や、教科書の内容と教科書のドリルで

間違えたところをまとめる、９～１６課復習

練習問題を覚える 

第１５回 
映像で復習（DVD) 

学習のまとめ（まとめドリル） 

事前学習 ノート、教科書、プリントを整理して用意 

事後学習 
「学習のまとめ」で分からないところをまと

める 

 



 

 

１．科目名（単位数） 聴覚障害者の言語障害指導 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3458 

SCMP3458 

SBMP3458 

SSMP3447 
２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

聴覚障害の検査法についてのレポート（1000～1200字） 

10．教科書・参考書・
教材 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．聴覚障害者の病理･心理・発達特性について、基礎的知識を身に付けたか。 

２．聴覚障害者への適切な教育について基礎的知識を身に付けたか。 

３．主体的な発言・取組をし、協調性を発揮して授業に参加できたか 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業への積極的参加        総合点の５０％ 

２ レポート             総合点の２０％ 

３ 期末試験             総合点の３０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

13．オフィスアワー 講義開始前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

事前学習 耳の構造をネットや書籍で調べておく。 

事後学習 耳の構造を確実に覚える。 

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

事前学習 難聴の種類について調べておく。 

事後学習 難聴の種類を確実に覚える。 

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

事前学習 チームを結成してラポールを作っておく。 

事後学習 疑似体験の感想をまとめる。 

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

事前学習 チーム内で会話をする内容を決めておく。 

事後学習 どの会話が聞き取りにくいかまとめる。 

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

事前学習 聞き取りにくい内容を確認しておく。 

事後学習 疑似体験の総合的感想をまとめる。 

第６回 
聴覚障害の補償 
（補聴器、視覚的情報の利用） 

事前学習 補聴器や人工内耳について調べておく。 

事後学習 補聴器や人工内耳について覚える。 

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

事後学習 多様なコミュニケーションを確認する。 

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

事後学習 口話法について確認しておく。 

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

事後学習 手話について確認しておく。 

  



 

 

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

事前学習 トータルコミュニケーションについて調べる。 

事後学習 トータルコミュニケーションについて確認する。 

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

事後学習 聴覚特別支援学校の教育課程について確認しておく。 

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

事後学習 教育相談について確認しておく。 

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

事後学習 幼稚部教育要領と留意点 

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

事後学習 裁判事例をまとめる。 

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

事後学習 全般的な留意点についてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
重複障害・LD 等教育総論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3454 

SCMP3454 

SBMP3454 ２．授業担当教員 柳本 雄次 

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ
ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。※可能

であれば当事者または保護者による講話の機会を設ける。また重複
障害については補講期間に関連施設の見学会なども予定している。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

2012 年の調査で改めて発達障害傾向の児童生徒が全体の 6.5％存在する、と明らかになった。その存在が

年々クローズアップされる発達障害児だが、普通教育においては理解がなかなか進まない。また特別支援学
校にもこの傾向がある児童生徒が増えつつあり、学校の枠を超えて発達障害児への対応が重視されている。
発達障害に関わる基礎知識から指導技術までを網羅し、学校現場で彼らをどう支援し、その特性を伸ばして

いくか、について実際のケースに触れながら具体的に指導していく。また障害の重度化・多様化が進む中で
様々な障害を併せ持つ児童生徒も急増している。併せて重複障害についても説明していきたい。またスライ
ドや画像、動画、独自の資料を多用し、グループディスカッションも活用する。本講座では、重度･重複障害、

LD等発達障害の特性を学び、個に応じた発達支援が行える指導実践力を兼ね備えた教員をめざす。 

８．学習目標 

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

３．注意欠陥多動性障害（ADHD）の特徴および支援のあり方を理解し、説明することができる。 
４．高機能自閉症、アスペルガー障害の特徴および支援のあり方を理解し、説明することができる。 
５．発達障害のある児童生徒へのコミュニケーション支援のあり方を学ぶ。 

６．発達障害のある児童生徒に対する教育の特質について理解し、説明することができる。 
７．特別支援学校現場における重度・重複障害児への対応について理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサインメント】 

毎回テーマに関連した事前・事後学習の結果を記述したノート作成 

【レポート課題】 

 ①発達障害に関する特徴と支援、②重度・重複障害児の実態と支援について 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

柳本雄次・河合康編著『特別支援教育(第 3版) 一人ひとりの教育的ニーズに応じて』福村出版、2019。 

【参考書】 

姉崎弘『特別支援学校における重度・重複障害児の教育』大学教育出版、2007。 

坂口しおり『コミュニケーション支援の世界』ジアース教育新社、2014。 

サリバン著・槇恭子訳『ヘレン・ケラーはどう教育されたか―サリバン先生の記録―』明治図書、2014(改版)。 

 授業は資料配付・DVD等を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．発達障害、重複障害に関する特性を理解し、支援の在り方を説明できるか。 

２．発達障害、重複障害児に対する指導実践力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（総合点の 40％） 

３ 課題レポート（総合点の 30％） 

12．受講生への 

メッセージ 

発達障害については教育界だけではなく社会的にも関心を集め、その支援の必要性が求められています。し

かし、その障害の様態はきわめて広範かつ複雑なため、支援のあり方も多種多様です。本授業では、毎回事

前学習と事後学習の結果を記述したノート作成を課題とします。積極的な発表や討議による授業参加を期待

します。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

発達障害とは―その定義、法制度、課題等― 

事前学習 発達障害に関する知識・経験をまとめる。 

事後学習 
配付資料を基に定義等を確認し、理解を深め

る。 

第２回 特別支援教育の展開と発達障害 

事前学習 教科書の１章を読む。 

事後学習 
特別支援教育における発達障害の位置を理解

する。 

第３回 
発達障害への医学的アプローチ 

―脳科学の知見と治療― 

事前学習 教科書の６章を読む。 

事後学習 医学的アプローチの知見を理解する。 

第４回 
発達障害への心理学的アプローチ 

―アセスメントと支援方略― 

事前学習 配付の心理学的資料を読む。 

事後学習 心理学的研究の知見を理解する。 

第５回 学習障害 LD の特徴と教育的支援 
事前学習 教科書の９章を読む。 

事後学習 学習障害の特徴と支援を理解する。 

第６回 注意欠如多動性障害 ADHD の特徴と教育的支援 

事前学習 教科書の 10 章を読む。 

事後学習 注意欠如多動性障害の特徴と支援を理解する。 

  



 

 

第７回 自閉症スペクトラム障害 ASD の特徴と教育的支援 

事前学習 教科書の 11 章を読む。 

事後学習 
自閉症スペクトラム障害の特徴と支援を理解

する。 

第８回 
コミュニケーションの発達・障害とその支援 

―人間関係の形成― 

事前学習 教科書の 15 章を読む。 

事後学習 
コミュニケーションの発達特性と支援を理解

する。 

第９回 発達障害の児童生徒の保護者への対応 
事前学習 発達障害児の保護者に関する配付資料を読む。 

事後学習 保護者の状態とその対応を理解する。 

第１０回 
通常学校における発達障害の児童生徒への教育的対応 

―外部専門家との連携協働― 

事前学習 学校での発達障害児の知識・経験をまとめる。 

事後学習 配付資料を基に教育的対応を理解する。 

第１１回 
重複障害児／重度・重複障害児とは 

―その定義、法制度、課題等― 

事前学習 重複障害に関する知識・経験をまとめる。 

事後学習 
単一障害と重複障害との差異について整理す

る。 

第１２回 
視覚・聴覚重複障害児の教育 

―ヘレン・ケラーとサリバンから学ぶ―  

事前学習 ヘレン・ケラーについて調べる。 

事後学習 DVD 視聴に基づき教育のあり方を考える。 

第１３回 
重度・重複障害児の福祉的アプローチ 

―重症心身障害児施設からみた― 

事前学習 重症心身障害児施設について調べる。 

事後学習 施設の現状と課題を考える。 

第１４回 重度・重複障害児の教育的アプローチ 
事前学習 配付資料を読み、教育の意義をまとめる。 

事後学習 教育の現状と課題を考え、理解する。 

第１５回 重度・重複障害児の保護者への対応 
事前学習 配付資料を読む。 

事後学習 保護者への対応を考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） データベース演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3314 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

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

る。また、科目「コンピュータサイエンスⅡ」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

使用にウェイトが置かれた授業である。 

８．学習目標 

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

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

に深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

個別テーマのため、都度進捗に応じて次回に向けた課題を都度提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

①データベースの構築の各ステップを更によく理解することができたか。 

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

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、小テスト、課題提出状況など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

各自でデータベースを設計し，Web アプリケーション構築まで行うため，真剣に取り組んでください。デ

ータベース演習Ⅰの内容を十分理解した上で望むこと。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
データベースの基礎概念の復習・市販のデー

タベース管理システム 

事前学習 教科書 pp.27~33 を読んでおく 

事後学習 配布プリントを熟読 

第２回 
リレーションのカーディナリティとパーテ

ィシペーション 

事前学習 教科書 pp.11~17 を読んでおく 

事後学習 特に教科書 p.12「濃度」（cardinality）を理解 

第３回 
リレーショナルデータ正規化について・演

習、第 1～第 3 正規形 

事前学習 教科書 pp.77~78 を読む 

事後学習 第 1～第 3 正規型をよく理解する 

第４回 
リレーショナルデータ正規化について（2）・

演習、BCNF 以上の正規形 

事前学習 教科書 p.88~91 関数従属性をよく理解する 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第５回 データベースの設計・演習 
事前学習 何のデータベースを設計するか考えてくる  

事後学習 どのようなデータを格納するのか検討する 

第６回 データベース設計 
事前学習 データベースの仕様を策定する 

事後学習 作成するアプリケーションの仕様を考える 

第７回 データベース設計・ピアレビュー 
事前学習 

作成するアプリケーション・データベースについて発表

資料を作成する 

事後学習 授業中に受けた意見をフィードバックし構想を固める 

第８回 データベース設計  

事前学習 スキーマ定義を作成する 

事後学習 
授業中に受けた意見をフィードバックし，仕様を確定さ

せる 

第９回 データベース構築 
事前学習 データベースに入るデータのサンプルを作成する 

事後学習 データベースにデータを入力しておく 

第１０回 Web デザイン 
事前学習 利用する言語について調査し，デザインを考えておく 

事後学習 簡単な Web ページを作成してみる 

第１１回 Web アプリケーション構築（デザイン） 
事前学習 必要な情報を収集しておく 

事後学習 今回提示した演習問題を復習 

第１２回 Web アプリケーション構築（実装） 
事前学習 必要な情報を収集しておく 

事後学習 今回提示した演習問題を復習 

第１３回 Web アプリケーション構築（デバッグ） 
事前学習 必要な情報を収集しておく 

事後学習 資料をまとめ発表に備える 

第１４回 ピアレビュー 
事前学習 プレゼン資料を準備する 

事後学習 不備・改良を施す 

第１５回 総括 
事前学習 これまでの作業を振り返りレポート作成に備える 

事後学習 本演習を振り返り、レポートを作成する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 道徳の指導法（初等）（2単位） 

３．科目番号 

EDTE3308 

SJMP3298 

SJMP3398 ２．授業担当教員 倉澤 達雄 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート・「道徳教育の目標、内容」にかかわる設問 

    ・「道徳教育の指導」にかかわる設問 

    ・「道徳性の日常的な育成」に関する設問 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

柳沼良太著『道徳の理論と指導法』図書文化社、2017。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』廣済堂あかつき、2018。 

【参考書】 

赤坂雅裕『心に響く道徳教育講義‐教職を志す大学生と現場の忙しい先生方へ‐』北樹出版、2008。 

田沼茂紀『人間力を育む道徳教育の理論と方法』北樹出版、2011。 

松下良平『道徳教育はホントに道徳的か？-「生きづらさ」の背景を探る‐』日本図書センター、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

ける道徳教育の意義について自らの考えを深めることができたか。 

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

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

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 20％ 

・課題（中間レポート・小テスト・ワークシート等） 40％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は教師を志す人のためのものです。子どもに充実した教育を保障するためには、まず、教師自身の

道徳性とその実践力が問われます。したがって、みなさんの講義への責任ある参加態度が特に重要になりま

す。また、この学習が自分の日常の生活態度に反映することを期待します。学習指導要領が改正されました。

それを踏まえて積極的に学びましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション‐道徳教育について考える‐
（第 1部第 1章） 

事前学習 
これまで受けてきた道徳の授業について振り返
る。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第２回 
道徳性とは何か・道徳の目標 
（第 1部第 2章・3章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第３回 
道徳性の発達理論 
（第 1部第 4章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第４回 
道徳性の発達理論に基づく道徳教育 
（第 1部第 5章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 



 

 

第５回 
日本における道徳教育の歴史 
（第 1部第 6章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第６回 
道徳教育の計画・道徳科の基本方針 
（第 2部第 1章・2章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

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

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第８回 
道徳科における問題解決的な学習 
（第 2部第 5章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第９回 
道徳科における体験的な学習 
（第 2部第 6章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１０回 
道徳科の多様な授業展開例 
（第 2部第 7章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１１回 
教師に求められる道徳的指導力とは 
（第 2部第 8章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１２回 道徳の評価（第 2部第 9章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１３回 小学校低学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニ
ングしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の

反省をする。 

第１４回 小学校中学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニ
ングしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の

反省をする。 

第１５回 小学校高学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニ
ングしておく。 

事後学習 

この授業を踏まえて、教師になった際にどのよう

な道徳の授業を行うのかについて考えをまとめ

る。 

期末試験 

 



 

 

１ 科目名（単位数） 特別活動の指導法（中等） （2 単位） 

３ 科目番号 

SSMP2346 

SCMP2346 

EDTS2307 ２ 授業担当教員 磯辺 武雄 

４ 授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５ 開講学期 秋期 

６ 履修条件・ 

他科目との関係 
 

７ 講義概要 

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

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

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

方を身につける。 

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

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

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

８ 学習目標 

1. 特別活動の目標や内容、特質と教育課程における位置づけについて理解し、教育課程全体を意識して計画
や指導を行うことができるようになる。 

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

3. 特別活動の中核となる「学級活動・ホームルーム活動」について、その特質を理解した上で、指導案（展
開案）を作成し､合意形成に向けた話し合い活動を指導できるようになる。 

4．特別活動における家庭、地域等との連携のあり方について理解し、指導に活かせるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・必要に応じて、小テスト・レポートを課すことがあります。 

・グループワーク等においては、必ず各自で関連資料（紙媒体）等の事前準備をして授業に臨んで下さい。 

10 教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

◇文部科学省『小／中学校学習指導要領（平成 29 年 7 月告示）解説 特別活動編』平成 30 年 2、3 月発行  

◇文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年 7 月告示）解説 特別活動編』平成 31 年 3 月発行 

【参考書】 

〇文部科学省『生徒指導提要（平成 22 年 3 月 HP で公表）』、平成 22 年 11 月発行  

〇文部科学省『小／中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）』平成 30 年 2、3 月発行 

〇文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示）』平成 31 年 2 月発行 

11 成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別活動の目標や内容、特徴を踏まえて指導計画をつくることができる。 

２．指導計画をもとに適切な授業を行うことができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極性（発言・模擬授業の実施等）     総合点の２０％ 

２．日常の学習状況（出席・提出物）          総合点の３０％ 

３．課題レポート（中間・期末）            総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・授業中の私語、飲食及び携帯電話、スマートフォンの使用等は慎んで下さい。 

・グループワークの際は、必ず各自、関連資料等の事前準備をし、グループ討議に積極的に参加して下さい。 

・教員としての資質向上に関わる自己目標・自己課題をもち、授業に参加して下さい。 

・新聞・テレビ等における教育に関連する時事問題に関して、常に関心を持っていただきたい。 

・レポート、アサイメントについては、指定の提出日を必ず厳守して下さい。 

13．オフィスアワー 授業終了後、教室にて適宜時間を設けます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・特別活動の教育課程内での位置づけと目標につい
て理解する。 

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

事後学習 
・特別活動の特徴について、事前学習で自分なり

におさえた特徴に追記、修正を行う。 

第２回 

・特別活動の全体構成、各内容の概要について理解
するとともに、その特質について考える。 

・班（グループ）分け 

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

事後学習 
・特別活動の特質についてまとめるとともに、各

内容をきちんと住み分けられるようにする。 

第３回 

・学級活動・ホームルーム活動―学級活動及びホー
ムルーム活動の内容を理解する― 

・学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計画〉
作成説明 

事前学習 

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

事後学習 
・学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計

画〉のの作成について確認・整理する。 

第４回 
・学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計画〉
の作成① 

事前学習 ・学級活動指導案（略案）の素案を考えてくる。 

事後学習 

・学級活動指導案（略案）の素案の修正、加筆を

行う。 

 



 

 

第５回 
・学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計画〉
の作成② 

・学級活動指導案（略案）の成案（完成原稿）提出。 

事前学習 ・学級活動指導案（略案）の成案を考えてくる。 

事後学習 
・グループ毎に模擬授業の準備と予行演習をす

る。 

第６回 
学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計画〉 
～模擬授業①～ 

事前学習 
・グループ毎に模擬授業の準備と予行演習をす
る。 

事後学習 
・模擬授業を受けて、作成した指導計画を修正、

改善する。 

第７回 
学級活動指導案（略案）〈1 単位時間の指導計画〉 
～模擬授業②～ 

 

事前学習 
・指導計画を見直し、模擬授業ができる準備をし
ておく。 

事後学習 

・模擬授業を受けて、作成した指導計画を修正、

改善するとともに、学級活動・ホームルーム活動

についてまとめる。 

第８回 
・生徒会活動の意義と指導計画について考える。 
～主として生徒会活動の活性化について～    

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

事後学習 ・生徒会活動の指導の留意点についてまとめる。 

第９回 

 
学校行事の指導―文化的行事と健康安全・体育的行
事について考える― 
～主として運動会の種目、学校給食の課題につい
て～ 

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

事後学習 
・文化的行事、健康安全・体育的行事の指導の留

意点についてまとめる。 

第１０回 

学校行事の指導―旅行・集団宿泊的行事と勤労生
産・奉仕的行事について考える― 
～主として多様化した修学旅行の在り方について
～ 

事前学習 

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

事後学習 
・旅行・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事

の指導の留意点についてまとめる。 

第１１回 
学校行事の指導―儀式的行事について考える― 
 ～主として国旗・国歌の取扱いについて～ 

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

事後学習 
・儀式的行事の課題点や指導の留意点についてま

とめる。 

第１２回 

 
・進路指導、キャリア教育の意義や指導の留意点に
ついて考える。 

 ～主として職業観・勤労観を中心として～ 

事前学習 ・「働く」ということの意義ついて考えてみる。 

事後学習 ・職業観・勤労観について整理する。 

第１３回 

 
特別活動における評価と地域連携 
～特別活動における評価の意義や在り方について～ 
 

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

事後学習 
・評価の意義についてまとめるとともに、家庭及

び地域との連携での展望を考える。 

第１４回 
特別活動の指導計画づくり 
～特別活動の指導計画を作成することで、特別活動
全体への理解を深める～ 

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

事後学習 ・特別活動の全体指導計画を修正し、完成させる。 

第１５回 
特別活動についてのまとめ 
～特別活動の教育的意義と諸活動の内容を理解する
とともに、課題や展望について考える～ 

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

事後学習 

・特別活動の特徴やポイントについて、理解しや

すいように簡潔にまとめるとともに、自身が教員

になってからの展望について考える。 

期末試験 

  

  



 

 

１．科目名（単位

数） 
特別支援教育実習指導 （1 単位） 

３．科目番号 

SSMP3487 

SCMP3487 

SBMP3487 ２．授業担当教員 柳本 雄次 

４．授業形態 

講義・演習 
講義による基礎理論の習得に基づき、グループ討議等のアクティ

ブラーニングにより、履習者同士の実践的な学び合いを重視しま
す。学習指導案の作成等の講義、指導場面別の指導内容、事例研究
等をついて、演習・グループ討議等を行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特別支援教育実習を履修すること 

７．講義概要 

本講座では、特別支援学校での教育実習を想定した実践的な内容で構成する。 
１．教師のあり方           ２．教育実習の準備･教材研究 
３．特別支援教育の児童・生徒の実態  ４．特別支援教育の現状と課題 

５．障害児の理解と接し方       ６．障害児の観察の視点 
７．人権教育について         ８．教育機器と教材の活用 

８．学習目標 

以下について学習し、教育実習に臨める力、指導実践力を高める。 

①教育実習に対する理解を深め、教育実習生としての態度や心構えをもつ。 
②教育実習での児童、生徒の実態把握ができるようになる。 
③学習指導案の作成と教材作り等について創意工夫し、臨めるようになる。 

④研究授業に基づいた、授業改善を通し、よりよい授業を考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・ミニレポート 

 数回のミニレポートを作成・提出する 

・学習指導案の作成・実践・改善検討 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

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

文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）』開隆堂出版、

2018。 

文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）』開隆堂出版、2018。 

【参考書】 

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

2017。 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別支援教育に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．教育実習に臨める力、指導実践力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（総合点の 40％） 

３ 課題レポート（総合点の 30％） 

12．受講生への 

メッセージ 

特別支援学校における教育実習実施のための事前指導と事後指導から構成される授業になります。実習への

不安・緊張を軽減するためには、実習校と見学参観やボランティア活動を通して実習前から適切な関係づく

りに努力しましょう。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
特別支援教育実習事前指導‐ガイダンス‐ 

 

事前学習 
シラバスに記載した授業概要（内容・授業形

態・評価方法等）を読み理解する。 

事後学習 実習の意義と目的について理解する。 

第２回 
実習に向けた心構え 特別支援学校の教育実習(ビデオ

視聴) 人権教育について  

事前学習 実習生に求められる心構えを理解する。 

事後学習 
教育実習の日程・内容、人権教育について理

解する。 

第３回 特別支援教育の現状と課題 

事前学習 
配付資料を読み、特別支援教育の現状を理解

する。 

事後学習 
特別支援教育の今日的課題について自分の

考えをまとめ発表できる。 

第４回 

特別支援学校の児童生徒の実態 特別支援学校の教育

実践(ビデオ視聴)  

 

事前学習 
特別支援学校(知的障害、肢体不自由等）の児

童生徒の特性を調べる 

事後学習 
特別支援学校(知的障害、肢体不自由等）の児

童生徒の実態を資料や観察により理解する。 

第５回 特別支援学校教師の業務内容の特徴 

事前学習 
通常・特別支援学校の教師の業務について調

べる。 

事後学習 
実際に教師との面談や観察を通して業務に

ついて理解する。 

  



 

 

第６回 教育課程と授業づくり 

事前学習 
教育課程(学習指導要領の教育目標・内容)、個

別の指導計画について読み、理解する。 

事後学習 
特別支援学校の授業づくりについて理解す

る。 

第７回 学習指導案の書式について 
事前学習 

学習指導案の一般的な書式、あるいは実習校

独自の書式を確認する。 

事後学習 学習指導案の内容の構成を理解する。 

第８回 
学習指導案の事例についての検討（日常生活の指導・生

活単元学習・作業学習） 

事前学習 指導形態別の学習指導案の事例を読む。 

事後学習 
指導形態別による学習指導案の比較検討を

行う。 

第９回 
学習指導案の事例と実際の授業との照合確認(ビデオ観

察) 

事前学習 学習指導案の事例を熟読する。 

事後学習 
ビデオで実際の授業と照合し、問題・疑問に

ついて討議し、改善を図る。 

第１０回 特別支援学校教育実習の発表と質疑① 
事前学習 特別支援学校の教育実習の概要を知る。 

事後学習 発表・質疑で得た情報を整理する。 

第１１回 特別支援学校教育実習の発表と質疑② 
事前学習 特別支援学校の教育実習の概要を知る。 

事後学習 発表・質疑で得た情報を整理する。 

第１２回 模擬授業①学習指導案の作成(教材作成を含む） 
事前学習 学習指導案の内容構成を確認する。 

事後学習 グループで学習指導案を検討する。 

第１３回 模擬授業②学習指導案による実施 
事前学習 作成した学習指導案を熟読する。 

事後学習 学習指導案による模擬授業を省察する。 

第１４回 模擬授業③事後検討 
事前学習 

模擬授業についてグループ討議し,問題と改

善を考える。 

事後学習 模擬需要の問題と改善について発表する。 

第１５回 
実習までに必要となる準備等(外部講師に依頼すること

もある) 

事前学習 実習前に必要となる準備等を理解する。 

事後学習 必要な準備を再度確認する。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 

特別ニーズ教育論（初等）／特別ニーズ教育論（初等・幼） 

（2 単位） ３．科目番号 SJTC2413 

２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニング

に基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。※可能であれば

補講期間に関連施設の見学なども予定する。 

５．開講学期 秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童を理解するために、(1) インクルーシブ教育の理念と
システム構築の具体化の模索、(2)わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開、(3)特別支援学校や特別支援

学級、通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題、についてそれぞれ講述す
る。 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

適宜、小テスト及びレポートを実施します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

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

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

・インクルーシブ教育の理念とシステム構築の具体化について模索できたか。 

・わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開について理解できたか。 

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

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

・通常学級における授業のユニバーサル化について理解できたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

れる支援の内容・方法を具体的に学んでいきましょう。  

13．オフィスアワー 第 1回目の講義でお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

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

事前学習 教科書「第５章」（pp.258-281）を熟読しておく。 

事後学習 
特別ニーズ教育論を学ぶ意義について考える。本時の

授業のポイントや用語についてノートに整理する。 

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.12-29）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.30-47）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.48-69）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.72-89）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.90-111）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第７回 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.112-123）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 



 

 

第８回 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.124-143）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.144-153）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第３章」（pp. 156-161）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.162-171）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.172-181）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.182-197）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１４回 
障害の診断・判断・支援（弱視、難聴、ろう文
化と手話） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.198-205）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

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

事前学習 教科書「第４章」（pp.208-229）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ

ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
特別ニーズ教育論（中等）（2 単位） 

３．科目番

号 

SSMP2464 

SCMP2464 

EDTS2310  ２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。※可能

であれば補講期間に関連施設の見学なども予定する。 

５．開講学

期 
秋期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童を理解するために、(1) インクルーシブ教育の理念と
システム構築の具体化の模索、(2)わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開、(3)特別支援学校や特別支援

学級、通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題、についてそれぞれ講述す
る。 

８．学習目標 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

適宜、小テスト及びレポートを実施します。  

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

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

【参考資料】 
特別支援学校 幼稚部教育要領・小学部・中学部学習指導要領（平成 29年 4月告示 文部科学省） 
特別支援学校 高等部学習指導要領（平成 31年 4月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

・インクルーシブ教育の理念とシステム構築の具体化について模索できたか。 

・わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開について理解できたか。 

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

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

・通常学級における授業のユニバーサル化について理解できたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

現在、小・中学校、高等学校等の通常の教育機関において、障害の有無を超えて特別な配慮・支援の必要な

児童・生徒が在学しています。今後のインクルーシブ教育システム構築に向け、必要とされる支援の内容・

方法を具体的に学んでいきましょう。  

13．オフィスアワー 第 1回の授業でお知らせします。  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

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

事前学習 教科書「第５章」（pp.254-269）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.12-29）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.30-47）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第１章」（pp.48-67）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.70-74）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.75-102）を熟読しておく。 

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

第７回 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.104-119）を熟読しておく。 

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



 

 

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

事前学習 教科書「第２章」（pp.120-137）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.138-149）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第３章」（pp. 150-157）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.158-167）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.168-181）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第３章」（pp.182-193）を熟読しておく。 

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

第１４回 
障害の診断・判断・支援（弱視、難聴、ろう文化と
手話） 

事前学習 教科書「第３章」（pp.194-201）を熟読しておく。 

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

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

事前学習 教科書「第４章」（pp.220-240）を熟読しておく。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学習とマルチメディア （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2361 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

情報処理演習Ⅰで学習したWordやPowerPointのスキルを活用した演習を行うため、復習した上で授業に参加

することが望ましい。 

７．講義概要 

古くから視聴覚教材は語学学習に有効な教材として使われてきた。近年のコンピュータ環境の進歩により、

マルチメディア、インターネットを利用した高度な学習システムやサービスの一般利用が可能となった。こ

のような教材を扱う技術や知識を得ることは語学学習者・教育者にとって重要である。本講義では、マルチ

メディア教材の有効性について学習し、IT を用いた日本語学習教材について演習によって操作方法などを修

得する。また、日本語教育に必要なマルチメディア教材について分析・検討する。 

８．学習目標 

日本語学習にマルチメディアがどのように関係するかを知り、その効果的な利用方法について学ぶ。 

講義、演習を通して、IT を用いた日本語学習コンテンツに関する基礎的な知識や操作方法を修得する。 

日本語教育の実践に向けた教材の作成技術を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

マルチメディアやICTを活用して、日本語を学習する外国人向けに、日本語学習のための教材を作成する。教

材はPowerPointを使って作成するため、技術的な制約が多くあるが、それらの制約の中で実現可能なことを

模索し、自ら創意工夫して課題作成に取り組むことを求める。 

作成した課題作品教材については、受講者同士で試用し、相互評価を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

教科書は指定しない。授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

山田智久『ICTの活用 第 2版（日本語教師のための TIPS 77 第 2巻）』くろしお出版、2017。 

その他の参考書については、授業内で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. マルチメディア技術を用いた日本語学習コンテンツに関する知識を得る。 

2. ITを用いた日本語学習コンテンツに関する操作方法を修得する。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1. 授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2. 授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

マルチメディアを活用した様々な日本語学習教材を実際に体験したり、それらの活用方法について議論した

りする。また、自分で日本語学習のための教材を作成することを通して、日本語学習に必要な学習の在り方

や、教材作成に活用できるマルチメディアの特性等について理解を深める。 

コンピュータを使う演習や課題を多く含むため、操作方法が分からない場合は早めに質問したり調べたりし

て、課題に取り組む時間を有効に使うようにしてほしい。 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

授業の教材や課題等は学生の理解度に合わせたものを準備しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専

門用語等が多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解すること

ができる学習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

メディアとは何か、マルチメディアとは何か、ICT とは

何か 

事前学習 

「メディア」「マルチメディア」「ICT」等の

用語について、自分なりに意味や用法、それ

ぞれの違い等を調べておく。 

事後学習 
身の回りで活用されているメディア、マルチ

メディア、ICT について検討する。 

第２回 マルチメディアを活用した学習教材の例 

事前学習 

これまでに使ったことがある（または、知っ

ている）語学教材について、どのような特徴

があったか思い出しておく。 

事後学習 
授業で紹介した教材について、興味を持った

ものをいくつか選び、実際に使ってみる。 

第３回 
マルチメディアを活用した語学教材の調査 (1) 

既存の語学教材にはどのようなものがあるか 

事前学習 
前回授業で扱ったもの以外に、どのような語

学教材があるか下調べをしておく。 

事後学習 
授業での情報交換を元に、既存の語学教材に

ついてさらに調査を行い、理解を深める。 

第４回 
マルチメディアを活用した語学教材の調査 (2) 

興味を持った語学教材に関する調査とレポート作成 

事前学習 
語学教材の中から興味を持ったものを選び、

それについての資料を収集しておく。 

事後学習 調査レポートを完成させ、提出する。 

第５回 
マルチメディアを活用した語学教材の調査 (3) 

語学教材調査レポートの発表 

事前学習 調査レポートを元に、発表準備をしておく。 

事後学習 
レポートに対する評価に基づいて、調査内容

をさらに深化させる。 



 

 

第６回 
MOOC を使った学習の体験 (1) 

MOOC とは何か、代表的なプラットフォーム 

事前学習 
MOOC とは何であり、どのような特徴があ

るか、自分なりに調べておく。 

事後学習 

MOOC プラットフォームの中から自分が使

ってみたいものを選び、ユーザ登録して使い

方等を確認する。 

第７回 
MOOC を使った学習の体験 (2) 

MOOC と語学学習の親和性を考える 

事前学習 
MOOC を使った語学学習の可能性について

考えておく。 

事後学習 
実際に MOOC で学習に取り組み、可能であ

れば 1 つ以上の講座を修了する。 

第８回 
MOOC を使った学習の体験 (3) 

MOOC のメリット・デメリットを考える 

事前学習 
MOOC での学習を振り返り、メリット・デ

メリットを自分なりに考えておく。 

事後学習 
MOOC を活用した語学学習の在り方につい

て、自分なりに再検討する。 

第９回 
ディスカッション：日本語を学習する外国人は、どんな

語学教材を求めているのか？ 

事前学習 
自分が日本語を学習する場合、どのような教

材があると嬉しいか考えておく。 

事後学習 

ディスカッションの内容を踏まえた上で、日

本語学習の教材に必要な要素について検討

する。 

第１０回 教材作成に活用できる PowerPoint のスキル 

事前学習 
PowerPoint の基本的な使い方について復習

しておく。 

事後学習 
PowerPoint のスキルを復習し、自在に活用

できるように練習する。 

第１１回 
マルチメディアや ICT を活用した語学教材の作成 (1) 

作成したい教材の検討 

事前学習 
第９回授業のディスカッション内容を思い

出しておく。 

事後学習 自分が作成したい教材の概要を整理する。 

第１２回 
マルチメディアや ICT を活用した語学教材の作成 (2) 

PowerPoint を用いた教材の実装方法検討 

事前学習 
教材作成において必要となる PowerPoint の

スキルを復習しておく。 

事後学習 教材作成に継続的に取り組む。 

第１３回 
マルチメディアや ICT を活用した語学教材の作成 (3) 

教材の作成と完成 

事前学習 
教材作成に必要な資料等を収集し、準備して

おく。 

事後学習 教材を完成させ、提出する。 

第１４回 
マルチメディアや ICT を活用した語学教材の評価 (1) 

作成した教材の発表会と試用 

事前学習 
作成した教材について、発表に含めたい事項

（工夫した点等）を確認しておく。 

事後学習 
他の受講生が作成した教材をさらに試用し、

コメント等を整理する。 

第１５回 

マルチメディアや ICT を活用した語学教材の評価 (2) 

作成した教材の相互評価 

授業のまとめ：語学教材とマルチメディアの関係 

事前学習 
自分が作成した教材について、自己評価して

おく。 

事後学習 

科目全体での学習内容を復習し、マルチメデ

ィアや ICT と日本語学習の関係について自

分なりに復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
日本語教育演習 （2単位） 

３．科目番号 EIJP3355 

２．授業担当教員 青木 優子 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本語を教えるためには、どのような教科書と指導法がよいかを実際に教案を作りながら考える。 

１ 直接法の授業を実際に体験する。 

２ どのように教案を書くのかを学ぶ。 

３ 授業をしやすい教案とは何かをクラスで考える。 

４ 学習者主体の授業とは何かを確認しながら教案を作成し、模擬授業を行う。 

＊各自の教案をクラスで考え、それぞれの良い点・悪い点を意見交換する。 

８．学習目標 
授業に対する教案の作成ができる。 

模擬授業を体験しながら「日本語指導」における大切なことがわかる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

小レポート、授業の教案、模擬授業の内省レポートを提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育２』アスク出版 

適宜、授業でプリントを配布する 

【参考書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育１』アスク出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に対する教案の作成ができるようになったか。 

２．模擬授業を体験しながら「日本語指導」における大切なことがわかるようになったか。 

○評定の方法 

１ 授業への積極的参加・授業態度   ３０％ 

２ 課題・レポート          ３０％ 

４ 期末試験（模擬授業）       ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

将来日本語教師になるための実践トレーニングとなる授業です。日本語教育に関する基礎的な知識を身につ

けるとともに、実際に教壇に立つことを想定した活動も行ないます。日本語のルールをわかりやすく学習者

に伝えるための指導方法について、一緒に考えていきましょう。 

13．オフィスアワー 詳細は初回授業時に説明する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業概要の説明、日本語を教える

フィールドと学習者について考える） 

事前学習 シラバスと教科書の pp.7-20を熟読する。 

事後学習 
小レポート「理想の日本語教育」を次週に提

出する。 

第２回 日本語教授法の歴史と現状 
事前学習 教科書 pp.149-190を熟読する。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第３回 日本語教師の役割とコースデザイン 
事前学習 教科書 pp.21-42を熟読する。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第４回 中上級の教え方 
事前学習 教科書 pp.97-136を熟読する。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第５回 評価と試験 
事前学習 教科書 pp.137-148を熟読する。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第６回 教科書・教材について考える 
事前学習 

教案に書く内容と教案の意義について考え

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第７回 教案作成について考える 
事前学習 

課題プリントを読んで自分の考えをまとめ

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第８回 文法の指導について考える 
事前学習 

課題プリントを読んで自分の考えをまとめ

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第９回 作文の指導について考える 
事前学習 

課題プリントを読んで自分の考えをまとめ

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第１０回 語彙の指導について考える 
事前学習 

課題プリントを読んで自分の考えをまとめ

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第１１回 日本事情の指導について考える 
事前学習 

課題プリントを読んで自分の考えをまとめ

ておく。 

事後学習 配布資料をやり、次週に提出する。 

第１２回 担当授業の決定・教案の作成と模擬授業の準備 
事前学習 担当したい模擬授業について考える。 

事後学習 教案を完成させ模擬授業の準備を行なう。 



 

 

第１３回 模擬授業①（文法・作文の授業） 
事前学習 教案に沿って模擬授業の準備を行なう。 

事後学習 模擬授業の内省をする。 

第１４回 模擬授業②（語彙・日本事情の授業） 
事前学習 教案に沿って模擬授業の準備を行なう。 

事後学習 模擬授業の内省をする。 

第１５回 模擬授業の振り返りと授業のまとめ 

事前学習 模擬授業の内省をする。 

事後学習 
自分の模擬授業に対する内省レポートを書

く。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教授法Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2353 

２．授業担当教員 大上 忠幸 

４．授業形態 講義・演習・討論・発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「日本語教育概論」を履修済みであることが望ましい 

７．講義概要 

 日本語教育に携わる際、まず心がけなければならないことは、日本語を知ること、それをわかりやすく説

明する技術が必要となる。 

 この講義では、日本語そのものについて学習し、それらがどんな特徴を持っているのかなど、日本語教育

に必要な基礎知識を修得し、日本語教育を志す受講者の教授法における基礎力の育成を目指す。 

８．学習目標 

・日本語教師にとって、日本語はどんな言語かについて学び、日本語の言語的な成り立ちや他の言語との関

わりについて理解し、説明できるようにする。 

・日本語の音声・文法・文字・語彙などについて、日本語教師として現場での指導実践に役立てることがで

きる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１． 授業のはじめと終わりに毎回、学習内容の確認を行う。 

２． 最終回に提出し発表するレポート（初級教科書の中から任意の課を取り上げ、「目標」や「目標達成のた

めどういう練習をするか」等を考え、レポートにまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育 2』アスク、2016。 

【参考書】高見沢孟監修『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語教師の仕事について理解できたか。 

２．日本語教師として、現場での指導実践に役立てるような活動ができたか。 

○評定の方法 

[授業への出席、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・受講態度       総合点の３０％ 

２ 期末試験（レポート）        総合点の３０％ 

３ 課題・発表             総合点の４０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

実際の教育現場で日本語はどのように教えられるのか。受講生の外国語学習の経験とからめて、日本語教授

法について楽しく学びましょう。 

13．オフィスアワー 月曜および水曜の 11 時 40 分から 13 時 10 分 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの確認 

第３章 初級の教え方（１）発音／会話 

事前学習 初級がどのような授業か考える。 

事後学習 外国語初級授業の受講経験をまとめる。 

第２回 
１．会話を教えるということ 

２．日本語教育と教授法 

事前学習 pp.44～46 を読み理解する。 

事後学習 
会話の教え方と日本語教授法についてまと

める 

第３回 教授法：オーディオ・リンガル・アプローチを知る 

事前学習 pp.153～156 を読み理解する。 

事後学習 
オーディオ・リンガル・アプローチについて

まとめる。 

第４回 教授法：コミュニカティブ・アプローチを知る 

事前学習 pp.157～158 を読み理解する。 

事後学習 
コミュニカティブ・アプローチについてまと

める。 

第５回 
オーディオ・リンガル・アプローチとコミュニカティブ・

アプローチの違いを考える 

事前学習 p.159 を読み理解する。 

事後学習 
オーディオ・リンガルとコミュニカティブの

教授法の違いをまとめる。 

第６回 
３．会話テキストの構成 

４．課の目的 

事前学習 pp.47～48 を読み理解する。 

事後学習 
会話の教科書およびその目的についてまと

める。 

第７回 ５．対話の指導 
事前学習 pp.49～55 を読み理解する。 

事後学習 対話の教え方についてまとめる。 

第８回 
６．補足語彙の指導 

７．文法用法説明の指導 

事前学習 pp.56～57 を読み理解する。 

事後学習 
テキスト関連の語彙、文法の指導についてま

とめる。 

第９回 ８．各種練習の指導 
事前学習 pp.58～63 を読み理解する。 

事後学習 様々な練習の教え方についてまとめる。 

第１０回 Ⅲ コミュニケーションのための創造的練習 

事前学習 pp.64～68 を読み理解する。 

事後学習 
コミュニケーション能力の練習についてま

とめる。 

第１１回 自由選択練習の指導 
事前学習 pp.68～74 を読み理解する。 

事後学習 自由に選ぶ練習の教え方についてまとめる。 

第１２回 
９．日本語教育における「練習」と「転移」 

１０．練習問題の指導 

事前学習 pp.75～80 を読み理解する。 

事後学習 日本語教育の練習と転移についてまとめる。 



 

 

第１３回 

第４章 初級の教え方（２）文字／読解 

１．文字教育を始める前に 

２．かな文字の教え方 

３．漢字の教え方 

４．パソコンの利用法 

事前学習 pp.82～87 を読み理解する。 

事後学習 文字と読解の教え方についてまとめる。 

第１４回 
５．日本語の表記 

６．誤用の指導 

事前学習 pp.88～94 を読み理解する。 

事後学習 
日本語の表記と学習者の誤用についてまと

める。 

第１５回 
レポート発表会（初級授業の特徴についてレポートにま

とめたものを発表し、その内容をもとに討論する） 

事前学習 課題レポートを提出する。 

事後学習 
レポート発表会（討論）で学んだことをまと

める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本史 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1327 

GELA1347 
２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 講義 ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

グローバルな時代と呼ばれている現代、国と国、国民と国民とのあいだの交流がさまざまな面で深く、密接

になっており、自他の歴史的な関係を理解することが求められている。わたしたちが生きている現代は、過

去のできごとの積み重ねの上に成り立っている。その意味で、歴史は過去と現在との対話である。また、歴

史には、未知のことも多くあり、新しい事実関係が発見されたり、時代とともに評価が変わることもある。

授業では、日本の歴史のなかで興味深い事件やできごと、歴史上の人物をとりあげて、歴史上のできごとの

背景や、激動の時代を生きた人びとの生き方、歴史上に果たした役割を検証していく。 

８．学習目標 

1) 日本史の基本事項（概念）について理解し、説明できる。 

2) 日本史上の出来事や時代背景について歴史学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3) 日本史上の人物の考え方や生き方を知り、自分の考え方や生き方を省みることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．期末レポート（課題内容は授業中に指示する。） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特定の教科書は使用しない。必要に応じて資料を配布する。 

【参考文献】 

参考文献については、テーマごとに紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・日本史の基本事項（概念）について理解することができたか。 

・日本史上の出来事や時代背景について歴史学の観点から見たり考えたりすることができたか。 

・日本史上の人物の考え方や生き方を知り、自分の考え方や生き方を省みることができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

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

４．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション‐日本史を学ぶ意

義について‐ 

事前学習 
これまでの学習で歴史にどう向き合ってきたかについて思い

出しておく。 

事後学習 日本史を学ぶ意義について自分なりの考えをまとめておく。 

第２回 日本の地理的条件についての検討 

事前学習 
日本の地理的条件についてこれまで学習してきたことをまと

めておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第３回 統一政権の誕生と古代国家の形成 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第４回 平安時代の政治と文化 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第５回 鎌倉・室町時代の政治と文化 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第６回 戦国時代①‐戦国大名の台頭‐ 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第７回 戦国時代②‐全国統一の完成‐ 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第８回 江戸時代初期の政治と文化 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 



 

 

第９回 江戸時代後期の政治的動乱と明治維新 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１０回 日本の近代化①‐産業の発展‐ 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１１回 
日本の近代化② 

‐明治・大正時代の文化‐ 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１２回 軍部の台頭-満州事変から日中戦争へ- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１３回 太平洋戦争‐開戦から敗戦まで‐ 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１４回 戦後復興と現代日本 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、自分の考えをまと

めておく。 

第１５回 まとめ‐日本史の授業を振り返って‐ 

事前学習 これまでの学習を振り返り、期末レポートを作成する。 

事後学習 
期末レポートについてのディスカッションを通して学んだこ

とをまとめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本の文化と言語Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 GECM1718 

２．授業担当教員 

岩井 智重・青木 優子・大川 たかね・大谷 崇 

木村 真美・熊切 拓・佐野 あゆみ・染谷 聡 

東條 和子・古田 高史 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション等  ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

｢日本の文化と言語Ⅰ」で養った日本語運用能力をさらにレベルアップすることを目指します。日本の文化
や言語について、具体性のあるテーマやトピックを扱いながら、新聞や雑誌など、一般的な読み物に用いら
れる語彙に対する知識や意味的なまとまりごとの要点をとらえる読解力を養成していきます。本講義は、資

料の読解、発表とディスカッション、作文、そして語彙・文法に関する小テスト等で構成されます。 

８．学習目標 

１．一般的な読み物に用いられる語彙力や要点をとらえるための読解力を身につけ、実践することが出来る。 
２．日本の文化・社会に関する具体的な問題を多角的に分析し、論点を明確にする能力を身につけることが
できる。 

３．自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働する力を向上させ、具体的な日本の文化や言語の問題につ
いて、ディスカッションすることが出来る。 

４．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

１．日本の文化や言語についての理解度を確認するため、教科書pp．159-166の内容確認問題を行う。 

２．日本の文化や言語について、自分の立場から説明できるようになるために、授業内容に指示したTaskを
実施する。 

３．各回のTaskで取り組んだテーマのなかから一つを選び、期末レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 
佐々木瑞枝『クローズアップ日本事情 日本語で学ぶ社会と文化』ジャパンタイムズ、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．一般的な読み物に用いられる語彙力や要点をとらえるための読解力を身につけ、実践することができた

か。 

２．日本の文化・言語に関する具体的な問題を多角的に分析し、論点を明確にする能力を身につけることが

できたか。 

３．自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働する力を向上させ、具体的な日本の文化や言語の問題につ

いて、ディスカッションすることができたか。 

４．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深めることができたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１．授業への参加態度 総合点の３０％ 

２．試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の３０％ 

３．提出課題（レポート等） 総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、様々な日本の文化や言語に目を向けるきっかけを提供したい。アサイメント及びレポー

トについては、受講生の関心や状況に応じて、扱うテーマや分量などの調整を行う場合があるが、授業担当

教員の指示に従って取り組んでほしい。 

なお、受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退など（不必要な退出も含む）せず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明 
事前学習 

日本の文化と言語Ⅰで学習した範囲につい

て、紹介できるようにしておく。 

事後学習 この授業での目標を文章にまとめてみる。 

第２回 

Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task B あなたの国の歴史と日本（旧石器時代から安土

桃山時代まで） 

事前学習 
教科書 pp.68-69 の年表をみて、興味を持っ

た時代について調べておく。 

事後学習 教科書 p.67 Task Bに取り組んでおく。 

第３回 

Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task E あなたの国の歴史と日本（江戸時代から現代ま

で） 

事前学習 
教科書 pp.72-73 の年表をみて、興味を持っ

た時代について調べておく。 

事後学習 教科書 p.71 Task Eに取り組んでおく。 

第４回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

あなたの国と日本の歴史について紹介する 

事前学習 

Task B・Task E を踏まえ、あなたの国の歴

史についてテーマを決めて紹介できるよう

にしておく。 

事後学習 
あなたの国と日本の歴史の共通点や相違点

について整理してみる。 

第５回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task C １８世紀後半の世界について 

事前学習 教科書 p.70の Task Cに取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.70 を踏まえ、１８世紀後半の世界

と日本について整理してみる。 



 

 

第６回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task D 寺子屋について 

事前学習 教科書 p.70の Task D に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.70 を踏まえ、寺子屋の特徴をまと

めてみる。 

第７回 
Unit６ 知っておきたい日本の歴史 

Task F 日本の世界文化遺産について 

事前学習 教科書 p.75の Task F に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.75 を読み返し、世界遺産について

説明できるようにしておく。 

第８回 Unit６ 知っておきたい日本の歴史 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.53-76 を読み直し、p.159 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.53-76 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第９回 Unit7 伝統文化体験 Task A 短歌・川柳・俳句 
事前学習 

教科書 p.78 を読み、和歌・俳句・川柳につ

いて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.79の Task Aに取り組んでおく。 

第１０回 
Unit7 伝統文化体験 Task C 舞台見学のプラン作

成 

事前学習 
教科書 pp.80-82 を読み、歌舞伎や能楽につ

いて、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.82の Task Cに取り組んでおく。 

第１１回 
Unit7 伝統文化体験 Task E 伝統文化の体験プラン

の作成 

事前学習 教科書 p.84の Task Eに取り組んでおく。 

事後学習 授業内で発表した体験プランを清書する。 

第１２回 Unit7 伝統文化体験 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.77-87 を読み直し、p.160 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.77-87 で身につけた語彙をまとめ

ておく。 

第１３回 
Unit8 現代文化とポップカルチャー Task A・B あ

なたの国と日本のモバイル機器利用の状況について 

事前学習 
教科書 p.91の Task A・Task Bに取り組んで

おく。 

事後学習 

教科書 pp.90-91 を踏まえ、あなたの国と日

本のモバイル機器利用の状況の違いについ

て整理してみる。 

第１４回 
Unit8 現代文化とポップカルチャー Task D あなた

の好きな日本や自国の音楽について発表する 

事前学習 教科書 p.93の Task D に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.92-93 を踏まえ、日本のポップカ

ルチャーの特徴を整理してみる。 

第１５回 Unit8 現代文化とポップカルチャー 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.89-95 を読み直し、p.161 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.89-95 で身につけた語彙をまとめ

ておく。 

第１６回 Unit9 スポーツの楽しみ方 １相撲 
事前学習 

教科書 pp.98-99 を読み、相撲について説明

できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.98 Task Aに取り組んでおく。 

第１７回 
Unit9 スポーツの楽しみ方 ３世界で活躍する日本人

選手、日本で活躍する外国人選手 

事前学習 

教科書 p.101 を読み、世界で活躍する日本人

選手、日本で活躍する外国人選手について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.101 の Task D に取り組んでおく。 

第１８回 Unit9 スポーツの楽しみ方 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.97-104 を読み直し、p.162 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp.97-104で身につけた語彙をまとめ

ておく。 

第１９回 
Unit10 前進を続ける科学技術 １ 日本の科学技術

政策 

事前学習 
教科書 p.106 を読み、日本の科学技術政策に

ついて、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.106 の Task Aに取り組んでおく。 

第２０回 
Unit10 前進を続ける科学技術 ２科学技術が生み出

すイノベーション 

事前学習 
教科書 pp.107-109 を読み、日本の科学技術

の特徴を整理してみる。 

事後学習 教科書 p．109 Task Cに取り組んでおく。 

第２１回 Unit10 前進を続ける科学技術 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.105-112 を読み直し、p.163 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 105-112 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第２２回 
Unit11 地球のためにできること １地球温暖化防止

に向けて 

事前学習 
教科書 p.114 を読み、地球温暖化について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.115 の Task Aに取り組んでおく。 



 

 

第２３回 
Unit11 地球のためにできること ２温室効果ガス削

減への取り組み 

事前学習 
教科書 p.115 を読み、温室効果ガス削減の取

り組みについて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.116 の Task Bに取り組んでおく。 

第２４回 Unit11 地球のためにできること 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.113-120 を読み直し、p.164 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 113-120 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第２５回 
Unit12 教育と子供たち Task A あなたの国の子ど

もの数 

事前学習 教科書 p.122 の Task Aに取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.122 を踏まえ、日本の子どもの数に

ついて説明できるようにしておく。 

第２６回 
Unit12 教育と子供たち Task B あなたの国の時間

割  

事前学習 教科書 p.124 の Task Bに取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.123-125 を踏まえ、日本の学校の

特徴をまとめてみる。 

第２７回 Unit12 教育と子供たち 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.121-128 を読み直し、p.165 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 121-128 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第２８回 Unit13 産業構造と経済 Task D 

事前学習 教科書 p.132 の Task D に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.130-132 を踏まえ、日本の産業の

特徴をまとめてみる。 

第２９回 Unit13 産業構造と経済 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.130-136 を読み直し、p.166 の内容

確認問題を答えることが出来るようにして

おく。 

事後学習 
教科書 pp. 130-136 で身につけた語彙をまと

めておく。 

第３０回 確認テスト・まとめ 

事前学習 

Unit6 から Unit13 を読み直し、pp.159-166

の内容確認問題を答えることが出来るよう

にしておく。 

事後学習 

この授業を通して理解を深めることが出来

た日本の文化や言語について紹介文を作成

してみる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本文化研究 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP1181 

２．授業担当教員 古田 高史 

４．授業形態 講義、討論、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本文化については、日本の言語、文学、歴史、生活文化、宗教、思想、哲学、芸術スポーツ文化等を中

心とする多彩な分野である。中でも日本を深く理解するために必要な情報や社会生活を知るうえで必要な情

報等、多岐にわたっているので、日本文学または日本文化論に視点を置き、日本文化の一端を考察する。 

この講義では、日本の様々な文学作品または日本内外で注目されている日本文化論に関する作品を紹介す

ることで、その作品の時代背景や歴史、思想、生活文化等について学習者がより日本の文化に興味を持てる

よう留意し授業を展開する。さらに、日本文化の特質とは何かについても、この講義を通して掘り下げてい

けるよう進めていく。 

８．学習目標 

１．日本文学の随筆や評論、小説または日本文化論の作品等を読み、日本文化の特質について考えることが

できる。 

２．日本各文学作品または日本文化論の中に内在している思想や生活文化等を討論・理解し各自の感想・意

見を発表・説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

【アサイメント】 
 教科書の発展タスク及びブックレポートに取り組み、提出する。 

【レポート】 
 日本語・日本文化論・日本文学の中から具体的な作品を一つ選び、1200字のブックレポートを作成する。
レポートは、以下の 5点に分類して記述する。 

１）書誌情報（書名、著者名、出版社、出版年など）、2）作者の紹介、３）先行研究と作品の概要、４）考
察・感想 ５）引用文献リスト 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

東京外国語大学国際日本研究センター編『日本をたどりなおす 29の方法 国際日本研究入門』東京外国語大
学出版会、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本文学の随筆や評論、小説等を読み、それぞれの文章の特徴を理解し、単元ごとの設問のまとめや説

明ができるようになったか。 

２．日本文化に関する文学作品の中に内在している思想や生活文化等を討論・理解し、各自の感想・意見を

発表・説明できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業で扱うトピックは、これから日本文化研究に携わろうとする学生にとって、理解を深めておくべ

きテーマと言えます。どんなことでも良いので、毎回の授業を通して、知りたいと思ったことについては、
積極的に調べてみましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 プロローグ 留学生から見た日本 
事前学習 pp.9－14 を読み、この授業での目標を考えておく。 

事後学習 
pp.12-14 を読み返し「日本」「日本人」「日本語」に
ついて考えたことを 200 字で作文してみる。 

第２回 第 1 章第 2 節 日本語になぜ挨拶表現が多いのか 
事前学習 

pp.20‐21 を読み、日本語の挨拶表現について振り
返ってみる。 

事後学習 p.23 の発展タスクに取り組む。 

第３回 第 1 章第 3 節「すみません」の言外の意味 
事前学習 

pp.24‐25 を読み、「すみません」という言葉の使い
方を考えてみる。 

事後学習 p.27 の発展タスクに取り組む。 

第４回 第 1 章第 4 節 依頼の E メール 
事前学習 

pp.28‐39 を読み、日本語と他の言語における E メ
ールの表現の違いを考えてみる。 

事後学習 p.41 の発展タスクに取り組む。 

第５回 第 2 章第 2 節 現代俳句 世界の切り取り方 
事前学習 pp.50‐52 を読み、現代俳句の特徴を考えておく。 

事後学習 p.53 の発展タスクに取り組む。 

第６回 第 2 章第 3 節 夏目漱石と近代日本 
事前学習 

夏目漱石について調べた上で、pp.54‐55 を読んで
おく。 

事後学習 p.57 の発展タスクに取り組む。 

第７回 第 2 章第 4 節 村上春樹と東アジア 
事前学習 pp.58‐59 を読み、p.60「調べる」に取り組んでおく。 

事後学習 p.61 の発展タスクに取り組む。 

第８回 
第 3 章第 4 節 アニメ映画に吹く風―宮崎駿の仕
事― 

事前学習 pp.84‐85 を読み、p.86「調べる」に取り組んでおく。 

事後学習 p.87 の発展タスクに取り組む。 



 

 

第９回 第 3 章第 5 節 翻訳文化と日本語 
事前学習 pp.88‐89 を読み、p.90「調べる」に取り組んでおく。 

事後学習 p.91 の発展タスクに取り組む。 

第１０回 
第 4 章第 4 節 二風谷におけるアイヌ語・アイヌ
文化の継承 

事前学習 
pp.108‐110 を読み、p.111「調べる」に取り組んで
おく。 

事後学習 
p.113 の発展タスクに取り組む。 
 

第１１回 
第 4 章第 5 節 ドナルド・キーンが学んだ長沼直
兄の日本語教科書 

事前学習 
pp.114‐116 を読み、p.116「調べる」に取り組んで
おく。 
 

事後学習 p.117 の発展タスクに取り組む。 

第１２回 第 5 章第 2 節 日本の宗教と国家神道 
事前学習 

pp.126‐128 を読み、p.128「調べる」に取り組んで
おく。 

事後学習 p.129 の発展タスクに取り組む。 

第１３回 
第 6 章第 2 節 米からコメへ―日本社会のなかの
米― 

事前学習 
pp.152‐153 を読み、p.154「調べる」に取り組んで
おく。 

事後学習 
p.155 の発展タスクに取り組む。 
 

第１４回 
第 6 章第 3 節 東日本大震災後の集落の暮らし―
丸森の町から― 

事前学習 
pp.156‐157 を読み、p.158「調べる」に取り組んで
おく。 

事後学習 p.159 の発展タスクに取り組む。 

第１５回 
第 2 章〈発表の方法〉 ブックレポート 日本語・
日本文化論・日本文学をクラスメートに紹介する 

事前学習 
pp.66-67 のブックレポート例を参照した上で、発表
原稿を準備しておく。 

事後学習 
発表に対するコメントを踏まえ、レポートをまとめ
る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 乳児保育Ⅰ／乳児保育 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2417 

SCOT2417 

SJMP2124 

SJMP2136  
２．授業担当教員 後藤 裕子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

乳児保育の意義と目的，歴史的変遷，役割と機能，擁護と教育について理解させる。乳児保育及び子育て

家庭に対する支援をめぐる社会的状況と課題を知り，保育所および保育所以外の児童福祉施設（乳児院等），
家庭的保育等における乳児保育，３歳未満児とその家庭を取り巻く環境と子育て支援の場について理解させ
る。乳児の発育・発達をふまえた保育的援助や関わりや配慮，計画・記録・評価とその意義について理解さ

せる。職員間及び保護者，自治体や地域の関係機関等との連携・協働について理解させる。 

８．学習目標 

1．わが国の乳児保育がたどった歩みとその意義・基本を知り、これからのあり方についても理解し、説明す
ることができる。 

2．乳幼児の発達とそれに沿った保育所（園）生活のあり方や保育者の援助と役割を学び、説明することがで
きる。 

3．乳幼児保育における保健衛生及び安全についての知識を身につける。 

4．保育課程と記録について理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・乳幼児期（本科目で扱う３歳未満児）の発達と保育に関連する新聞（を中心とした信憑性の高い媒体の）

記事を切り抜き、その記事の要約と、それに対する意見を記載し、発表できるようにしておくこと。 

・授業内容について、確認テストを行うので、対策を練っておくこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小柳康子・後藤裕子ほか著『実践・乳児保育 子どもたちの健やかな未来のために』同文書院。 

武藤隆 監修『幼稚園教育要領 改訂・保育所保育指針 改定・幼保連携型認定子ども園教育・保育要領改訂に

ついて』同文書院（上記教科書に付属） 

その他、授業内で適宜紹介し、プリントも配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．わが国の乳児保育がたどった歩みとその意義・基本を知り、これからのあり方についても理解し、説明す

ることができる。 

2．乳幼児の発達とそれに沿った保育所（園）生活のあり方や保育者の援助と役割を学び、説明することがで

きる。 

3．乳幼児保育における保健衛生及び安全についての知識を身につける。 

○評定の方法 

授業態度 30％、課題 40％。レポート 30％で評価する。 

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

12．受講生への 

メッセージ 

乳児期の保育を中心とした子どもに関するニュースや社会の動向に興味関心を持つと共に、普段から保育士

が乳幼児を連れて街中を散歩する様子や、公園での遊び方、子どもとの接し方などを気にかけて見ておいて

いただきたいです。また、自分が住む地域や近い将来、勤務してみたいと思うエリアの子育て・保育環境に

ついてもアンテナを張り、情報を収集し、積極的に学ぶよう心がけてください。 

本科目は保育士資格取得のための必修科目です。自身が国家資格を取得し、乳幼児の命を守り育てる保育士

として就労する可能性も高いことを意識し、正当な理由のない遅刻、欠席はしないよう心掛けてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

乳児保育とは 

事前学習 教科書を準備し、概観しておく 

事後学習 

乳児保育の講義の進め方を知る。乳児期のとらえ方、保育の

原点である乳児保育の重要性について理解する。 

教科書１章を読み復習する。 

第２回 
乳児保育の現状とニーズ 

 世界と日本の最新の動向を比較 

事前学習 
乳児保育に関するニュースや記事を調べる。 

教科書２章を読んでおく。 

事後学習 乳児保育の発達の経緯と現状についてまとめる 

第３回 発達と保育① 新生児期の発達と援助 

事前学習 教科書３章-１を読んでおく 

事後学習 
新生児の発達特徴と援助の方法を理解し、そこから感じたこ
とや、疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第４回 発達と保育② ０歳児前半の発達特徴 

事前学習 教科書３章-２を読んでおく 

事後学習 
０歳児前半の発達特徴を理解し、感じたことや、疑問に思っ
たことをまとめ、考察する。 



 

 

第５回 発達と保育③ ０歳児前半の保育内容 

事前学習 教科書３章-３を読んでおく 

事後学習 
０歳児前半の保育内容について理解を深め、気づいたこと、
疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第６回 発達と保育④ ０歳児後半の発達特徴 

事前学習 教科書３章-４を読んでおく 

事後学習 
０歳児後半の発達特徴を理解し、感じたこと、気づいたこと、
疑問に思ったことをまとめる。 

第７回 発達と保育⑤ ０歳児後半の保育内容 

事前学習 教科書３章-５を読んでおく 

事後学習 
０歳児後半の保育内容について理解を深め、気づいたこと、
疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第８回 
発達と保育⑥ １歳児前半の発達特徴
と保育内容 

事前学習 教科書３章-６を読んでおく 

事後学習 
１歳児前半の発達特徴と保育内容について理解を深め、気づ
いたこと、疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第９回 
発達と保育⑦ １歳児後半の発達特徴

と保育内容 

事前学習 教科書３章-７を読んでおく 

事後学習 

１歳児後半の発達特徴と保育内容について理解を深めると共
に、感じたこと、気づいたこと、疑問に思ったことをまとめ
考察する 

第１０回 
発達と保育⑧ ２歳児の発達特徴と 

保育内容 

事前学習 教科書３章-８を読んでおく 

事後学習 
２歳児の発達特徴と保育内容について理解を深め、気づいた
こと、疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第１１回 保育演習 おむつ替え、調乳 

事前学習 おむつ替えの方法について調べておく 

事後学習 

オムツ替えや調乳の実習を通して感じたこと、気づいたこと、

疑問に思ったことをまとめる。身近に乳児がいる場合は、実
習で学んだことを実践にうつしてみたい。 

第１２回 
援助の実際① 健康・食事・排泄・睡眠 

グループ演習 

事前学習 教科書４章を読んでおく 

事後学習 
授業で学んだこと、議論した中で感じたこと、気づいたこと、

疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第１３回 
援助の実際② 人との関わり 

グループ演習 

事前学習 教科書５章を読んでおく 

事後学習 
授業で学んだこと、議論した中で感じたこと、気づいたこと、
疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第１４回 
援助の実際③ 地域・家庭等との連携 

グループ演習 

事前学習 教科書６章を読んでおく 

事後学習 
授業で感じたこと、議論した中で感じたこと、気づいたこと、

疑問に思ったことをまとめ、考察する。 

第１５回 まとめ 

事前学習 教科書や資料を読んでおく 

事後学習 
保育所や保育施設、乳児院など、乳児保育担当者に求められ

る役割について、自分の考えをレポートにまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 認知症の理解Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2312 

SCMP2312 

SBMP2312 

SNMP2312 
２．授業担当教員 先崎 章 

４．授業形態 
講義、質疑応答形式を併用、ビデオ教材による知識の習得とディス
カッション 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

認知症の医学的、行動的、心理的、社会福祉的概要の理解を深めるよう努力します。将来社会人となって
から、老人医療、地域社会、精神保健および精神保健福祉制度についても関心がいくよう、認知症に関連す
る知識の習得を目指します。具体的な達成目標レベルは、認知症ケア専門士認定試験の「認知症ケアの基本」
分野で合格点をとれることです。また、最新の認知症治験や認知症予防についての理解を深めるために、ビ
デオ教材を適時使用します。 
 少子高齢化が、かつて人類が経験したことのないスピードで進行しています。精神疾患（含、認知症）の
増加、障害者概念の広がりにより、平成 25 年度から施行される新たな医療計画に 5 疾病 5 事業の一つとし
て精神疾患（含、認知症）が加わり、また同時に（介護保険法に準ずる形で）地域障害者総合支援法がスタ
ートします。最近の福祉・医療の概要、動向についても理解を深めていきます。 

８．学習目標 

１．介護福祉士として必要な認知症の知識を身につける。 
２．脳の機能や老人の心理や精神疾患についての理解を深める。 
３．認知症に付随する身体症状や介護についての視点も身につける。 
４．家族の力や地域資源を活かす視点を身につける。 
５．認知症や高齢者に関する医療や制度の理解を深める 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

講義で取り上げた項目や学生の関心事項の中から、選択してレポートを作成し提出する。 

詳細は授業の中で説明します。レポートの提出ではなくて、講義の中で一部時間をとって、 

発表の形式（コメントで内容を補う）にすることも考えています。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

介護福祉士養成講座編集委員会編集『最新・介護福祉士養成講座 13 認知症の理解』中央法規。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

山口晴保編『認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント 第２版』協同医書出版社。 

日本認知症ケア学会編『認知症ケア標準テキスト改訂５版・認知症ケアの基礎』（株）ワールドプランニング。 

『新・精神保健福祉士養成講座１ 精神疾患とその治療 第２版』中央法規。 

東京福祉大学編『社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．認知症に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．認知症の介護や支援の原則や方法について、明瞭かつ論理的な説明をすることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 毎回の提出物、授業態度 総合点の５０％ 

２ 課題レポート      総合点の１０％ 

３ 復習テスト（随時実施） 総計点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

毎回、A4判の資料を配布しますので、散逸しないよう、綴じていってください。認知症に対する医学的な

知見や対応方法は、最近 5 年間をみてもまったく様変わりしています。最新の知見、トピック、話題を提供

して、認知症や老人に対する興味や関心が持てるよう、視覚教材も交えて授業を工夫していきます。 

基本的な知識を習得するためには、地道な学習活動と基本事項を記憶していくことが必要です。医学的、

科学的な知識、エビデンスに裏付けられた介護、支援、援助、社会福祉的な介入が将来できるように願って、

授業を進行させていきます。具体的には「医学的なこと」「心理的なこと」「社会福祉的なこと」の３つの事

柄を進行させていきます。 

13．オフィスアワー 木曜日（授業、会議のない時間帯） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、認知症の生活障害、症状 

認知症の定義、原因疾患、MCIとは 

事前学習 認知症の生活障害、症状について調べてみる 

事後学習 認知症についての配布プリントの復習 

第２回 
認知症の基礎、脳・海馬について 

個室ユニットと相部屋 

事前学習 認知症の介護の歴史について調べてみる 

事後学習 脳についての配布プリントの復習 

第３回 
認知症による脳の変化、認知症の診断について 

最近のトピック 

事前学習 
各疾患の脳変性部位、およびタウタンパク、

アミロイドβタンパクを調べてみる 

事後学習 脳の変化についての配布プリントの復習 

第４回 
高齢者（認知症者）のうつと躁 

認知症の介護の歴史（続き） 

事前学習 うつ病、認知症、せん妄の違いを調べてみる 

事後学習 
うつ病とせん妄、およびアルツハイマー病に

ついての配布プリントの復習 

第５回 
認知症の人の行動・心理症状 

BPSDへの対応について 

事前学習 BPSDの症状、要因、対応について調べてみる 

事後学習 BPSDについての配布プリントの復習 

第６回 各種認知症の症状や対応の違い（若年認知症も含む） 
事前学習 

アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知

症について調べてみる 

事後学習 各種認知症についての配布プリントの復習 

第７回 高齢者の認知症と若年者の高次脳機能障害との違い 
事前学習 高次脳機能障害について調べる 

事後学習 配布プリントの復習 



 

 

 

第８回 
認知症の人の生活理解、認知機能の変化が生活に及ぼす

影響、治療可能な認知症 

事前学習 
認知症者の毎日の生活についてノートに記

載してみる 

事後学習 
認知症者の生活理解についての配布プリン

トの復習 

第９回 
認知症の人に対する介護 

アルコール依存症合併例など特殊例への対応 

事前学習 精神作用物質依存対応について復習する 

事後学習 認知症介護についての配布プリントの復習 

第１０回 
認知症の理解、これまでの復習（主に医学的事項を中心

に） 

事前学習 認知症の理解復習プリントを記載してくる 

事後学習 認知症の理解復習プリントを完成させる 

第１１回 
介護者自身の体験、家族のこころ 

家族の力を活かす、こころを支える（介護者支援） 

事前学習 
介護を体験したことのある人のはなしを聞

く 

事後学習 
介護家族の力についての配布プリントの復

習 

第１２回 
認知症の対応、環境の大切さ、家族の会の役割について

（地域生活支援） 

事前学習 認知症の家族会について調べてみる 

事後学習 
家族会および地域生活支援についての配布

プリントの復習 

第１３回 
認知症のケアの実際、についてのまとめ（医学的事項以

外を中心に） 

事前学習 第１回～１２回のプリントを復習する 

事後学習 
認知症のケアの実際についての配布プリン

トの復習 

第１４回 
全体のまとめ 

認知症や高齢者に関する最近のトピックス 

事前学習 認知症関連のニュースや新聞記事を調べる 

事後学習 
最近のトピックスについての配布プリント

の復習 

第１５回 
認知症に関する制度・関係機関、最近のトピックス、介

護保険の今後 

事前学習 地域障害者総合支援法について調べてみる 

事後学習 まとめ配布プリントの復習 

 
 



 

 

１．科目名（単位数） 発達心理学（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2342 

SCMP2342 

SBMP2342 

EDPS2304 
２．授業担当教員 酒井 博美 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日の発達心理学は、人間の受精から死までを扱う「生涯発達心理学」を意味する。本講義では、最初に発
達の全体的なプロセスやメカニズムについて、概観する。そして、身体、認知、感情、言語、社会性など、

それぞれの機能がどのように発達していくか、考えたい。また、現代の少子高齢化社会や情報社会特有の問
題と発達との関係、幼児や児童、生徒の心身の発達を踏まえて、主体的な学びをさせる指導法、関わり方に
つても講義、ディスカッション等を行いながら、学習を進めていく。 

８．学習目標 

（１）発達の過程および特徴を理解ための基本的概念および代表的な理論を理解し、説明ができる。 

（２）発達の機能的側面から、そのメカニズムを理解することにより、幼児や児童・生徒の学習を支える指
導の基本的知識と視点を持ち、さまざまな発達的問題に対処できる。 

（３）学習内容を自分の発達問題として捉え、応用できるようにすることを通して、幼児や児童・生徒の主

体的な学びを保障するあり方を体得できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各回の授業開始時に、事前学習の内容について発表してもらう。第8回と第15回の授業では、これまでの学習

内容の習熟度を確認するための小テストとまとめを行う。各回の講義内容の理解を定着させるように、毎回

の復習を確実に行うこと。また、これらの他にレポート課題を2回程度予定しており、内容と提出時期につい

ては授業内に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

松井豊・櫻井茂他編『スタンダード発達心理学 (ライブラリスタンダード心理学)』サイエンス社、2013。 

ハリス,M.・ウェスターマン,G.著『発達心理学ガイドブック―子どもの発達理解のために』明石書店、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（１）発達の過程および特徴を理解ための基本的概念および代表的な理論を理解し、説明ができる。 

（２）発達の機能的側面から、そのメカニズムを理解することにより、幼児や児童・生徒の学習を支える指

導の基本的知識と視点を持ち、さまざまな発達的問題に対処できる。 

（３）学習内容を自分の発達問題として捉え、応用できるようにすることを通して、幼児や児童・生徒の主
体的な学びを保障するあり方を体得できる。 

○評定の方法 

・試験・小テスト等 40％ 

・レポート等課題研究 20％ 

・平常点（授業態度、ディスカッションへの参加、発表、発言）40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

授業で得た知見について、自身の経験および今後自身が対象とする人々、また現代社会の特徴とも関連づけ

られる視点を獲得するために、討論やグループワークの機会も設ける。積極的に取り組むこと。 

13．オフィスアワー 授業内に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、発達心理学とは 
事前学習 生涯発達の概念について考える。 

事後学習 生涯発達のイメージをつくる。 

第２回 発達を規定する要因 

事前学習 発達に影響を与える要因について考える。 

事後学習 
発達の規定要因に関する主要な説について
理解する。 

第３回 発達の研究法 
事前学習 

提示された事例についての研究方法につい

て考える。 

事後学習 
発達心理学における主要な研究法について
理解する。 

第４回 発達の諸理論：E.H.エリクソン、S.フロイトの理論 

事前学習 
第 1回で触れたエリクソンの心理社会的発達

段階説を復習する。 

事後学習 心の漸成発達について理解する。 

第５回 胎児期と周生期の発達と運動発達 
事前学習 自身の運動発達について振り返っておく。 

事後学習 運動における定型発達について理解する。 

第６回 社会性の発達１ 母子関係、他児との関係 
事前学習 

自身の幼児期における他児とのかかわりを

振り返っておく。 

事後学習 愛着理論、社会的遊びについて理解する。 

第７回 社会性の発達２ コミュニケーション、言語発達 
事前学習 自身の言語発達について振り返っておく。 

事後学習 
コミュニケーションにおける言語の役割、言
語発達について理解する。 

  



 

 

第８回 中間まとめ小テスト 
事前学習 これまでの授業内容について理解を深める。 

事後学習 
これまでの授業内容についての知識や考え
方の定着を図る。 

第９回 認知の発達１ 知的能力とは、知能の構造と分類 
事前学習 認知とは何かについて復習しておく。 

事後学習 知能の意味と構造、分類について理解する。 

第１０回 認知の発達２ 知能の把握、発達の最近接領域 

事前学習 
現場で使われる知能検査にどのようなものがあ

るか調べておく。 

事後学習 
主要な知能検査の概要について理解する。ま
た、発達の現在の水準と最近接領域の意味を
理解する。 

第１１回 認知の発達３ J.ピアジェの理論 
事前学習 

J.ピアジェの発達の考え方における基本概

念について調べておく。 

事後学習 認知発達 4 段階について理解する。 

第１２回 児童期の発達 
事前学習 

児童期に生じやすいさまざまな課題につい

て調べておく。 

事後学習 
生涯発達における児童期の心性およびさま
ざまな課題に対するサポートを考える。 

第１３回 青年期の発達 
事前学習 

自身の思春期から現在までの心性について

さまざまな側面から振り返っておく。 

事後学習 
アイデンティティーとアイデンティティ
ー・ステイタスについて理解する。 

第１４回 発達障害の理解 
事前学習 

発達障害児・者とかかわった経験についてま

とめておく。 

事後学習 
発達障害児・者とのかかわり方について考え
る。 

第１５回 全体のまとめ・テスト 
事前学習 

これまでの授業内容を振り返り、生涯発達の視

点から主体的な学びとは何かを考える。 

事後学習 発達の本質について考察する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達相談 （2 単位） 

３．科目番号 EDPS3311 

２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義と演習、必要に応じてグループディスカッションを入れる ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 乳児期児童期における定型発達を振り返りながら、発達期にみられる種々の問題や障害（発達障害や精神

疾患）の問題について考察するとともに、育児に悩む親への相談技法についてカウンセリング技法をベース

に具体的事例を通して学習する。援助職としての技術を習得することもできる。 

８．学習目標 

発達相談の授業が終了した時点で以下のことが達成されていることを目標とする。 

１．乳児期児童期にみられる種々の問題や障害についてその現状を把握する。 

２．乳児期児童期の子供が抱える困難さを相談者の視点、親の視点・教師の視点から理解し、支援の方法を

仮説立て、検証する見通しを持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 

① 発達検査所見 

② 授業で扱った発達相談の諸問題のうち、自身が関心を持ったテーマについてまとめる 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】田中千穂子・栗原はるみ・市川奈緒子『発達障害の心理臨床』有斐閣アルマ。 

【参考文献】本田秀夫『自閉スペクトラム症の理解と支援』星和書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．幼児や児童の障害や抱える問題について理解し、説明できるか。 

２．相談者、親、教師の視点から発達支援について理解し、具体的に発達相談をすすめることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（授業態度、発言、グループワークへの参加度）   総合点の３０％ 

２ 課題レポート（小テスト、研究課題を含む）              総合点の７０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

乳幼児期には、発達の問題や育児に悩む保護者への対応など、さまざまな問題があり、それに対応する手段

として発達相談は近年一層重視されてきています。幼児教育の中で、また地域において、子どもの発達に関

わる問題にどのように対応していけばいいのか、解決を探っていくことのできる支援者を目指して学んでい

きましょう 

13．オフィスアワー 
初回の講義でアナウンスします。 

研究室：7号館別館 739号室 連絡先：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

発達障害とは 

事前学習 シラバスを読んで、講義内容等を確認する 

事後学習 
今後の授業内容と進め方について理解し、教

科書や必要な教材を準備すること。 

第２回 発達障害へのまなざし 

事前学習 教科書ｐ８－２８を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第３回 発達障害の概念の歴史と展望 

事前学習 
赤ちゃんの発達に関する配布資料を読み、理

解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第４回 

知的障害 

 

※レポートの指示 

事前学習 知的障害に関するページを読んてくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第５回 ダウン症―学生発表 

事前学習 発表に備える 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第６回 学習障害―学生発表 

事前学習 発表に備える 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第７回 注意欠陥多動性障害―学生発表 

事前学習 発表に備える 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第８回 広汎性発達障害１ 

事前学習 
広汎性発達障害のページを読み理解してく

る 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 



 

 

第９回 広汎性発達障害２ 

事前学習 事前配布資料を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１０回 広汎性発達障害３ 

事前学習 事前配布資料を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１１回 広汎性発達障害４ 

事前学習 事前配布資料を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１２回 広汎性発達障害 5 

事前学習 事前配布資料を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１３回 家族への支援  

事前学習 
家族への支援に関するページを読み、理解し

てくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１４回 集団生活における配慮 

事前学習 事前配布資料を読み、理解してくる 

事後学習 授業を振り返り、まとめノートを作る 

第１５回 
授業のまとめ 

レポートの提出 

事前学習 これまでの授業の疑問点を整理する 

事後学習 授業を振り返り理解を深める 

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達と老化の理解Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2311 

SCMP2311 

SBMP2311 

SNMP2311 
２．授業担当教員 中里 克治 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

介護福祉士は、高齢者の介護を行うことが多い。老年期では、正常な発達過程である正常老化だけではな

く、病的な老化についても同時に学ぶ必要がある。それは、中年期までの発達では、病的な発達の影響を受

ける人が少ないが、老年期、特に老年期後期では多くの人が病的な過程の影響を受けるからである。そこで、

Ⅰで学んだ乳児期から中年期までの発達を基礎として、Ⅱでは老年期について学ぶ。 

８．学習目標 

生涯発達の視点から、誕生から死に至るまでの過程を学ぶ。正常な発達と発達の障害を対比しながら理解

し、説明できるようになる。その中で、どのような支援が可能であり、また、求められているかについても

学んでゆく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

随時、課題を出すが、最終のレポートを書いてもらう。 
最終レポート課題：高齢者の介護では、身体面の介護を中心に行う。しかし、特別養護老人ホームを見ると、
認知症やうつ病などの老年期特有の精神障害を持つ高齢者が大部分を占めている。そのほかにも、青年期や
中年期に発病した統合失調症などを抱えながら、高齢期に達した人々もまれではない。高齢者を介護で、心
のケアのためにケアワーカーとして何ができるかについて、2000字程度で述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
下仲順子編『老年心理学（改訂版）』培風館。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1)生涯発達の中での高齢期までの正常発達と発達異常について理解できたか 

2)どのような発達支援ができるかについて理解できたか 

3)発達支援の具体的方法についても理解できたか 

○評定の方法 

学則で決められた単位取得の条件を満たしていること(3/4 以上の出席)を前提として、授業への積極的参加

に毎回提出する授業へのコメントを加味し(50％)、期末レポート(50％)の結果を総合的に判断する 

12．受講生への 

メッセージ 

ここで学ぶ事はこれから大分後に体験することである。心理学では問題を自分のこととして考える態度が大
切である。親や祖父母など身近な人々の体験からも多くを学ぶことができる。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 高齢者心理学研究の歴史 

事前学習 
高齢者心理学研究はいつ始まったか、老化の
概念にはどのようなものがあるかを調べて
まとめる。pp.1-12 

事後学習 
高齢者心理学研究でどのような研究法が使

われているか調べてまとめる。pp.9-11 

第２回 高齢社会の到来 

事前学習 
日本での高齢化の進行状況を調べてまとめ
る。pp.13-18 

事後学習 
人口の高齢化がもたらす社会の状況の変化

をまとめる。pp.19-22 

第３回 高齢期の健康，身体疾患 
事前学習 

年を取るとはどのようなことか考察する。
pp.24-32 

事後学習 体と心の老化 pp.24-36 

第４回 高齢期の精神疾患 

事前学習 
高齢期特有の精神疾患には何があるか調べ
る。pp.38-44 

事後学習 
高齢期特有の疾患と疾患もっての老化をま

とめる。pp.38-44, pp.48-50 

第５回 
高齢期の感覚， 
知覚機能の加齢変化 

事前学習 
「年を取るとはどのようなことか」につい
て、自分の考えをまとめる。pp.52-55 

事後学習 体と心の老化 pp.52-62 

第６回 高齢者の記憶 

事前学習 
「年を取ると物忘れするようになるのか」に
ついて自分の考えをまとめる。pp.64-67 

事後学習 
記憶の種類と加齢の関係性についてまとめ

る。pp.64-71 プリントの参照のこと 

第７回 知能と加齢 

事前学習 
「年を取ると“ぼける”のか」について自分
の考えをまとめる。pp.38-43 第 3 回のプリ
ントも参照 

事後学習 
知能の加齢と関係する要因を調べてまとめ

る。pp.79-81 

第８回 人格と加齢 

事前学習 
パーソナリティの老化について調べる。
pp.89-106 

事後学習 
「パーソナリティは老化で変わるのか」につ

いて自分の考えをまとめる。pp.98-106 

第９回 高齢期の適応 

事前学習 高齢期の適応の問題点を調べる。pp.109-112 

事後学習 
ライフスタイルとパーソナリティについて

調べる。pp.109-116 プリントも参照 



 

 

第１０回 高齢期の家族 

事前学習 
少子高齢化と家族の関係について調べる。
pp.122-129 

事後学習 
「高齢者にとって家族の持つ意味」について

自分の考えをまとめる。pp.16-132 

第１１回 高齢期の対人関係と社会生活 

事前学習 
高齢者の人間関係はどのようなものかにつ
いて調べる。pp.134-145 

事後学習 
高齢者の社会参加とソーシャルサポートの

重要性をまとめる。pp.134-145 

第１２回 死と死にゆく過程 

事前学習 
「自分の死に対する考え方」を確かめ、まと
めてみる。pp.147-149 

事後学習 
「死に向かう人に何ができるか」について自

分の考えをまとめる。pp.149-158 

第１３回 
高齢者の認知， 
知能・記憶機能の測定 

事前学習 
知能・記憶機能の測定方法について調べる。
pp.160-170 

事後学習 
神 経 心理 学 的検 査に つ いて調 べ る 。

pp.168-170 

第１４回 
高齢者の人格，精神健康の測定,  
心理療法 

事前学習 
高 齢 者の 心 理療 法に つ いて調 べ る 。
pp.185-198 

事後学習 
対象別の心理査定と心理療法について調べ

てみる。pp.172-198 

第１５回 まとめ 

事前学習 
「人生の意味」について自分の考えをまとめ
る。第 8回、第 9回を参考に 

事後学習 

「死の意味」について自分の考えをまとめ

る。死によって人生が完結する。死に積極的

な意味付けができるでしょうか。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 比較日本文化論 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2382 

２．授業担当教員 古田 高史 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

世界には多くの文化が存在し、文化間で共通性もあれば、固有性や多様性もある。国際化が進む日本文化

の多様性を理解するためにも、他文化との比較を通して、その特徴を捉えることが必要になる。また、文化

の内外から日本文化を捉えなおす視点も、日本文化を理解するためには重要になる。 

本講義では、受講生自身の出身やその他の国や地域の現状と比較しながら、日本文化の特質や日本人のアイ

デンティティについて、考えていきたい。 

８．学習目標 
１．日本文化について、客観的に考えることができるようになる。 

２．日本人のアイデンティティの形成について理解することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント】：各回の事前学習・事後学習を実施すること。 

【課題レポート】： 第13回、第14回の講義を踏まえ、「観光スポット」、「東京の自然」をテーマとする紹

介文（各８００字）を作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】内田宗治『外国人が見た日本 「誤解」と「再発見」の観光 150年史』中公新書、2018。 

【参考書】山本七平編『比較文化論の試み』講談社、1976。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.日本文化について、客観的に考えることができたか。 

2.日本人のアイデンティティの形成について理解することができたか。 

○評定の方法 

1.授業態度 20％：積極的な参加。私語、居眠り、飲食、携帯電話などの使用は厳禁。 

2.小レポート 40％：授業の感想、随時課す課題の内容と提出期限の遵守により評価。 

3.試験 40％：基礎知識などの習得の程度により評価。 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

欠席しないこと。積極的に授業に参加することが必要で、毎回の課題に対してきちんと取り組み、教科書の

内容を理解しようとする姿勢を持ち続けること。授業中の態度、参加度が成績評価の主な対象となる。 

13．オフィスアワー 授業についての質問は、授業中あるいは授業終了後に教室にて受付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明・はじめに 

事前学習 教科書ｐｐ．ⅰ～ⅲを読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．ⅰ～ⅲを踏まえて、「おもてなし」につ

いてあなたの考えをまとめること。 

第２回 第１章第１節 外国人を魅了した光景と人々 

事前学習 教科書ｐｐ．１～１０を読んでおくこと。 

事後学習 

教科書ｐｐ．１～１０を踏まえて、「古き良き日本」

についての外国人と日本人の認識の違いをまとめる

こと。 

第３回 第１章第２節 旅行案内書の誕生  

事前学習 教科書ｐｐ．１１～１９を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．１１～１９を踏まえて、「旅行案内書」

と「旅行ガイドブック」の違いをまとめること。 

第４回 
第１章第３節 明治の外国人による日本の旅先ラ

ンキング 

事前学習 教科書ｐｐ．１９～３６を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．１９～３６の内容を踏まえて、「旅先ラ

ンキング」の特徴を整理すること。 

第５回 第３章第１節 日光 

事前学習 教科書ｐｐ．７５～８８を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．７５～８８を踏まえて、日光と外国人

のかかわりを整理すること。 

第６回 第３章第２節 箱根 

事前学習 教科書ｐｐ．８８～９８を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．８８～９８を踏まえて、箱根と外国人

のかかわりを整理すること。 

第７回 
第３章第３節 日光東照宮のブルーノ・タウト・

ショック、美的評価の激変 

事前学習 教科書ｐｐ．９９～１０４を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．９９～１０４を踏まえて、日光東照宮

についての「美的評価」について、整理すること。 

第８回 
第５章第１節 『公認東亜案内』と『テリーの日

本帝国案内』 

事前学習 教科書ｐｐ．１２７～１５１を読んでおくこと。 

事後学習 

教科書ｐｐ．１２７～１５１を踏まえて、日本人が

外国人に「見せたい」ものの特徴をまとめてみるこ

と。 

第９回 第６章 昭和戦前、「観光立国」を目指した時代 

事前学習 教科書ｐｐ．１６３～１９５を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．１６３～１９５を読んで、昭和戦前の

観光宣伝についてまとめてみること。 

第１０回 第７章第１節 原爆ドームを外国人はどう見たか 

事前学習 教科書ｐｐ．１９７～２１０を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．１９７～２１０を踏まえて、外国人の

原爆ドームに対する見方をまとめること。 

  



 

 

第１１回 第７章第２節 バックパッカーが見た日本  

事前学習 教科書ｐｐ．２１１～２２２を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．２１１～２２２を踏まえて、バックパ

ッカーの日本観光について整理すること。 

第１２回 
第８章第１節 突然激しく増加しはじめた外国人

旅行者 

事前学習 教科書ｐｐ．２２３～２３２を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．２２３～２３２を踏まえて、外国人旅

行者数の推移について整理すること。 

第１３回 
第８章第２節 「なぜそこが？」－外国人により

「発見」される現代の観光地 

事前学習 教科書ｐｐ．２３３～２３７を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐ．２３４の表８－１から、観光スポットを

一つ選び、８００字程度の紹介文を作成する。 

第１４回 第８章第３節 東京の自然が外国人に魅力的！？ 

事前学習 教科書ｐｐ．２３７～２５７を読んでおくこと。 

事後学習 
教科書ｐｐ．２３７～２５７を踏まえて、東京の自

然について、８００字程度の紹介文を作成する。 

第１５回 
第８章第４節 観光産業のリスクを踏まえての将

来設計 

事前学習 教科書ｐｐ．２５７～２７１を読んでおくこと。 

事後学習 

教科書ｐｐ．２５７～２７１を踏まえて、「外国人が

見た日本」が観光に果たす役割について、まとめて

みること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 比較文化学演習 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP3382 

２．授業担当教員 古田 高史 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

比較文化とは、他文化を通して自文化を客観的にみつめ、それぞれの文化がもつ固有性や共通性をみていく

学問領域である。文化を比較するといっても各文化のもつ背景は一様ではないため単純に比較することはで

きないが、比較は物事の本質や性質を認識するための方法の一つである。 

本講義では、比較文化の入門書をテキストとして使用する。「比較日本文化論」のテキストでも扱った文献を

はじめ、複数の文献が取り上げられている。テキストで扱う内容については、履修者の意見も取り入れなが

ら、調整して進めていきたい。 

８．学習目標 
１．表面的な差異だけでなく、文化間の交差や文化受容などについて理解することができる。 

２．異文化の事象を通時的・共時的に考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．レポートのアウトライン作成：第4回授業、第6回授業、第9回授業、第11回授業、第14回授業において、

各章の分析方法を参考にして、自らの関心を持つテーマについて、研究の計画を作成する。 

２．比較文化の視点からのレポートの作成：レポートのアウトラインを踏まえ、第15回授業において、口頭

発表を行い、最終レポートを執筆する。 

10．教科書・参考書・

教材 

成蹊大学文学部学会編『データで読む日本文化 高校生からの文学・社会学・メディア研究入門』風間書房、

2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.表面的な差異だけでなく、文化間の交差や文化受容などについて理解することができたか。 

2.異文化の事象を通時的・共時的に考察し、説明することができたか。 

○評定の方法 

1.授業態度 20％：積極的な参加。私語、居眠り、飲食、携帯電話などの使用は厳禁。 

2.グループ・ディスカッション 40％：ディスカッションの結果発表、Work Sheetの提出により評価。 

3.レポート 40％：レポート内容、提出期限の遵守により評価。 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、受講生が身の回りの文化に関心を持つきっかけを提供したい。そのため、受講生の関心

や状況に応じて、扱うトピックなどの調整を行う場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明 はじめに 

事前学習 
はじめに pp.1-5 を読み、教科書の中で興味が

あるテーマについて考えてみる。 

事後学習 
目次 pp.7-8 を読み、日本文化について知って

いることを書き出してみる。 

第２回 第 1 章 源氏物語 １イントロダクション 

事前学習 
本文 pp.1-8 の引用文について、分らない語句

を調べておく。 

事後学習 
本文 pp.1-8 を踏まえ、源氏物語の特徴を考え

てみる。 

第３回 第 1 章 源氏物語 ２十七世紀の二図の比較 

事前学習 
本文 pp.8-15 の図について、教科書での説明

をまとめてみる。 

事後学習 
本文 pp.8-15 を踏まえ、図 2～図４について

紹介文を作成する。 

第４回 第 1 章 源氏物語 ３あさきゆめみしと原作の比較 

事前学習 
本文 pp.15-20 を読み、あさきゆめみしの特

徴について整理しておく。 

事後学習 
本文 pp.21-25 を読み、源氏物語についての

研究アプローチを考えてみる。 

第５回 第 2 章 和食 １イントロダクション 

事前学習 
本文 pp.27-30 を読み、和食について説明で

きるようにしておく。 

事後学習 
本文 pp.27-30 を読み直し、和食について情

報を集めてみる。 

第６回 第 2 章 和食 ２データ 

事前学習 
本文 pp.30-39 を読み、和食のデータについ

て説明できるようにしておく。 

事後学習 
本文 pp.39-41 を読み、和食についての研究

アプローチを考えてみる。 



 

 

第７回 第 3 章 おみくじ １イントロダクション 

事前学習 
本文 pp.43-48 を読み、おみくじについて説

明してみる。 

事後学習 
本文 pp.43-48 を踏まえ、おみくじについて

知っていることをまとめてみる。 

第８回 第 3 章 おみくじ ２日本の神と和歌 

事前学習 
本文 pp.49-57 を読み、日本の和歌の特徴を

考えてみる。 

事後学習 
本文 pp.49-57 を読み直し、おみくじと和歌

の関係について考えてみる。 

第９回 第 3 章 おみくじ ３和歌みくじの近代 

事前学習 
本文 pp.57-61 を読み、明治時代以降のおみ

くじについて整理してみる。 

事後学習 
本文 pp.61-66 を読み、おみくじについての

研究アプローチを考えてみる。 

第１０回 第 4 章 スター １イントロダクション 

事前学習 
本文 pp.67-73 を読み、メディアが生み出す

スター像について考えてみる。 

事後学習 
本文 pp.67-73 を踏まえ、関心のあるスター

について紹介してみる。 

第１１回 
第 4 章 スター ２理想像 ３ひまわりブランドのス

ター 

事前学習 
本文 pp.73-91 を読み、理想像とはどういう

ものかをまとめておく 

事後学習 
本文 pp.91-93 を読み、スターについての研

究アプローチを考えてみる。 

第１２回 第 5 章 敬老の日 １イントロダクション 

事前学習 
本文 pp.95-99 を読み、教科書の高齢者につ

いてのデータを説明できるようにしておく 

事後学習 
本文 pp.95-99 を踏まえ、日本の高齢者につ

いての情報を集めてみる。 

第１３回 第 5 章 敬老の日 ２尊ばれ、保護される高齢の人 

事前学習 
本文 pp.99-106 を読み、「敬老の文化」につ

いて考えてみる。 

事後学習 
本文 pp.95-106 を踏まえ、「敬老の日」につ

いて説明してみる。 

第１４回 第 5章 敬老の日 ３忌避すべき老い 

事前学習 
本文 pp.107-113 を読み、老いに対する考え

方を整理してみる。 

事後学習 
本文 pp.113-116 を読み、高齢者についての

研究アプローチを考えてみる。 

第１５回 データにもとづく比較文化についての発表 
事前学習 

教科書の研究アプローチを参考に、対象を決

め、データ（文学・絵画・統計・雑誌など）

を集め、発表原稿を作成する、 

事後学習 質疑応答を踏まえ、発表原稿を清書する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
病原微生物学 （2 単位） 

３．科目番号 
EDHE2311 

EDHE2312 
２．授業担当教員 根岸 祥子 

４．授業形態 講義、ワークシート提出、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

細菌やウイルスなどの微生物の中には、ヒトや動植物に病気を起こすものがある。病原微生物学はこれら

病原性のある微生物を対象とする。人類はその歴史が始まって以来、数々の微生物感染症と闘ってきたが、

自然科学の進歩とともに抗生物質やワクチンが開発され、公衆衛生や栄養状態の改善等とあいまって、先進

諸国では感染症はほぼ制圧できたと思われた。しかし、近年の新興・再興感染症の広がりや薬剤耐性菌によ

る院内感染、高齢者や免疫力の低下している人々の日和見感染など、病原微生物との戦いには終わりがない

ことが明らかとなった。また、開発途上国の人々にとっては感染症は依然として脅威である。 

本科目ではこのような状況を踏まえたうえで、微生物とは何かという基礎から、ヒトにおける生体防御シ

ステム、感染症の予防対策まで幅広く理解する。 

８．学習目標 

１） 微生物感染症の歴史と現状について説明することができるようになる。 

２） 微生物の種類（細菌・ウイルス・真菌・原虫）とその基本構造について説明することができるようにな

る。 

３） 感染症の成立要因（①感染源、②感染経路、③宿主の感受性）について説明することができるようにな

る。 

４） 感染源・感染経路への対策について説明することができるようになる。 

５） 感受性対策について説明することができるようになる。 

６） 生体防御システムについてその概略を説明することができるようになる。 

７） 主な微生物感染症について説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．その日に学習したことを整理するために、毎回ワークシートを提出する。 

２．グループで主な微生物感染症に関してテーマを決め、発表する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】吉田真一、南嶋洋一著『系統看護学講座 専門基礎分野 6 微生物学』医学書院。 

【参考書】 

福岡 伸一著『生物と無生物のあいだ』講談社現代新書。  

吉川 昌之介著『細菌の逆襲』中公新書。  

北元憲利著『休み時間の微生物学』講談社。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．病原微生物の種類、感染症の成立要因、感染症対策などについて説明できるようになったか。 

２．主な微生物感染症と生体防御についてその概略を説明することができるようになったか。 

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、発表、態度） 総合点の 5０％ 

２．課題レポート・期末試験など        総合点の 5０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日本人の死亡原因の第１位はがんであるが、がん患者の直接的死亡原因の約 50％は、微生物感染症による

ものである。人と病気の歴史は、人と微生物の闘いで始まり、現在も続いているのである。先人たちの病気

との闘いの中で生まれた知恵をしっかり学び、これからの保健・医療・福祉の中で役立てよう。 

[受講生に期待される学習態度] 

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

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

３．レポートの提出期限は厳守すること。事情によって提出日に間に合わない場合は講師にそのことを文書

で伝え許可をとるようにする。 

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

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 病原微生物学の概要、感染症の歴史的変遷 

事前学習 教科書 pp. 4～12を読んでくる 

事後学習 
病原微生物とは何かを復習し、ワークシート

を提出する 

第２回 
細菌の性質（構造と特徴、細菌の培養と増殖、細菌の遺

伝、細菌の分類、常在細菌と常在細菌叢） 

事前学習 教科書 pp.14～38 を読んでくる 

事後学習 
細菌の性質についてまとめ、ワークシートを

提出する 

第３回 真菌の性質、原虫の性質 

事前学習 教科書 pp. 40～53 を読んでくる 

事後学習 
真菌および原虫の性質に関するワークシー

トの作成と提出 

  



 

 

 

第４回 ウイルスの性質 

事前学習 教科書 pp. 55～66 を読んでくる 

事後学習 
ウイルスの基本構造についてまとめ、ワーク

シートを提出する 

第５回 
感染症の成立要因（病原体、感染経路、感受性者の存在

が同時に存在すること） 

事前学習 教科書 pp. 70～94、134～141 でくる 

事後学習 
感染症の成立要因についてまとめワークシ

ートを提出する 

第６回 
感染症の現状、予防接種（定期接種と任意接種、ワクチ

ンの種類）感染症への対策（感染症法） 

事前学習 教科書 pp. 198～211 を読んでくる 

事後学習 
感染症の現状と対策、予防接種に関するワー

クシートの作成と提出 

第７回 
感受性者対策：免疫のしくみ①（自然免疫と獲得免疫、

免疫担当細胞、体液性免疫と細胞性免疫、抗原抗体反応） 

事前学習 教科書 pp. 98～122 を読んでくる 

事後学習 
免疫のしくみ①についてまとめ、ワークシー

トを提出する 

第８回 感受性者対策：免疫のしくみ②粘膜免疫、徴候と症状 

事前学習 教科書 pp. 124～132 を読んでくる 

事後学習 
免疫のしくみ②についてまとめ、ワークシー

トを提出する 

第９回 

感染経路対策：滅菌と消毒（滅菌と消毒の違い、滅菌法、

消毒法、消毒薬の種類と効果、標準予防策（スタンダー

ドプリコーション）、手洗い方法） 

事前学習 教科書 pp144～154 を読んでくる 

事後学習 
滅菌と消毒についてまとめ、ワークシートを

提出する 

第１０回 

病原体対策：感染症の治療（化学療法剤の作用メカニズ

ム、抗生物質、抗菌スペクトル、薬剤感受性試験、最小

発育阻止濃度（MIC）、薬剤耐性） 

事前学習 教科書 pp.177～196を読んでくる 

事後学習 
感染症の治療についてまとめ、ワークシート

を提出する 

第１１回 

主な微生物感染症①（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、治療法、

予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
感染症法 1 類感染症、2 類感染症、3 類感染

症についてまとめ、ワークシートを提出する 

第１２回 

主な微生物感染症②（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、治療法、

予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
感染症法 4 類感染症および HIV 感染症につ

いてまとめ、ワークシートを提出する 

第１３回 

主な微生物感染症③（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、治療法、

予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
性感染症、食中毒を起こす微生物についてま

とめ、ワークシートを提出する 

第１４回 

主な微生物感染症④（学生発表） 

感染症法で規定している感染症の中からグループでテ

ーマを選び、その原因病原体、症状、致死率、治療法、

予防法などをまとめ、わかりやすく発表する 

事前学習 教科書の該当ページを読んでくる 

事後学習 
ウイルス性かぜ症候群やウイルス性肝炎に

ついてまとめ、ワークシートを提出する 

第１５回 まとめ 

事前学習 
病原微生物学で作成し返却されたワークシ

ートを見直す 

事後学習 

学習したことを振り返り、養護教諭や保健科

教諭としての病原微生物に対する基本的考

え方や感染制御方法をまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 病弱教育Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3451 

SCMP3451 

SBMP3451 ２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 病弱教育Ⅰを踏まえた講義・演習・模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年、小児医療においては 6 ヶ月以上の長期入院は少なくなり、入院と退院を繰り返しながら家庭や地域

で過ごす治療形態がとられるようになっている。病弱教育の対象は、小児がんや腎疾患など小児慢性特定疾

患のみならず、心因性の障害から不登校となり入院加療を必要とする児童生徒、また、病院や重症心身障害

児施設に併設される特別支援学校では、呼吸障害、摂食障害等、生命にかかわる重篤な障害を合併し、医療

的ケアが不可欠な児童生徒も教育が受けられるようになっている。本科目では、多様化重症化する病弱教育

における実践を念頭に、個々の状態を思いやり、適切な配慮ができる倫理観や実践力を身につける。 

８．学習目標 

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

①多様な病虚弱児の病態。 

②生涯を見通し、その心理と生活実態を踏まえた教育的支援。 

③授業に向けた、実態把握、学習指導案や教材教具の作成。 

④適切な配慮事項を含んだ個別の指導計画・教育支援計画の作成。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

小児慢性特定疾患のうち、一つを選択してレポート課題を提出する。（1,200字程度） 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

竹田一則『肢体不自由児・病弱児教育のためのやさしい医学・生理学』ジアース教育新社、2010。 
【参考書】 
①『特別支援学校教育要領・学習指導要領』文部科学省。 

②『特別支援学校学習指導要領解説 総則等編（幼稚部・小学部・中学部）』文部科学省。 
③『特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編』 文部科学省。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

 病気の状態をふまえた授業実践に興味関心をもち、教材や指導案の準備に真剣に取り組んだか。 

 医療や福祉の関係者との連携の上に学校の取組みが成り立つことが理解できたか。 

〇評定の方法 

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

1.模擬授業の準備（教材作り、指導案作成など）、実践    総合点の３０% 

2.その他の授業態度                   総合点の２０％ 

3.期末試験                       総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

学生の積極的な受講態度を期待しています。 
また私語や携帯電話の作動は他の受講生の迷惑にもなりますので、厳に慎んでください。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義進行上の遵守事項について 
アレルギー疾患について（全般） 

事前学習 受講に際し「シラバスの 12」を理解しておく。 

事後学習 アレルギー疾患について（全般）確認する。 

第２回 アレルギー疾患について（１）気管支喘息 
事前学習 気管支喘息について調べる。 

事後学習 気管支喘息について確認しておく。 

第３回 
アレルギー疾患について（２）アトピー性皮膚炎・食物
アレルギーなど 

事前学習 アトピー性皮膚炎について調べておく。 

事後学習 第 3回の講義内容についてまとめる。 

第４回 悪性新生物について（１）白血病 
事前学習 白血病について調べておく。 

事後学習 第４回の講義内容についてまとめる。 

第５回 悪性新生物について（２）脳腫瘍 
事前学習 脳腫瘍について調べておく。 

事後学習 第５回の講義内容についてまとめる。 

第６回 膠原病・糖尿病について 
事前学習 膠原病・糖尿病について調べておく。 

事後学習 第６回の講義内容についてまとめる。 

第７回 先天性代謝異常について フェニールケトン尿症 
事前学習 フェニールケトン尿症について調べておく。 

事後学習 第７回の講義内容についてまとめる。 

第８回 学習指導案作成の準備など（チーム編成） 
事前学習 自分のテーマを決定しておく。 

事後学習 第８回の内容についてまとめる。 

第９回 学習指導案の作成①－１ 
事前学習 役割分担を明確にしておく。 

事後学習 第９回の内容についてまとめる。 

第１０回 学習指導案の作成①－２ 
事前学習 役割分担を明確にしておく。 

事後学習 第 10回の内容についてまとめる。 

第１１回 学習指導案の作成②－１ 
事前学習 役割分担を明確にしておく。 

事後学習 第 11回の内容についてまとめる。 

第１２回 学習指導案の作成②－２ 
事前学習 役割分担を明確にしておく。 

事後学習 第 12回の内容についてまとめる。 

第１３回 学習指導案の作成②－３ 
事前学習 役割分担を明確にしておく。 

事後学習 第 13回の内容についてまとめる。 

第１４回 模擬授業・学習指導案の発表① 
事前学習 発表の準備を確実にする。 

事後学習 第 14回の講義内容についてまとめる。 



 

 

第１５回 模擬授業・学習指導案の発表② 
事前学習 発表の準備を確実にする。 

事後学習 他チームからの質問について後日回答する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉科指導法 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP3441 

SCMP3441 

SBMP3441 ２．授業担当教員 大門 俊樹 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

高等学校福祉科の主旨、目標、科目構成と内容についての理解を図る。また、問題演習などを通して、福祉

科の授業を行う上で必要な社会福祉の基礎的・専門的知識や技術についても整理する。さらに、受講生全員
が模擬授業をつくりあげることにより、福祉科教員としての基礎を確立することを目指す。 

８．学習目標 

１．高校福祉科の設置経緯と位置づけについて理解し説明できるようになる。 

２．福祉科の教育目標と教育内容について理解し説明できるようになる。 
３．各科目（新教育課程９科目）に関して理解し説明できるようになる。 
４．教材研究と指導案作成について理解し、模擬授業の計画に備え発表できるようになる。 

５．授業展開例と授業評価について理解し説明できるようになる。 
６．模擬授業を計画し、実際に全員が授業を行い、福祉科教育実習の準備の第一歩とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教育実習に備えるために、1時間分の学習指導案を作成し提出するとともに、全員が模擬授業を体験する。
その後、一人ひとりの授業についての振り返りを行った後、添削をした学習指導案を返却し、教育実習に生
かしていく。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

村川浩一他『（H25新課程）社会福祉基礎』実教出版。 
【参考書】 

文部科学省『高等学校学習指導要領解説 福祉編』海文堂出版。 
東京福祉大学編『教職科目要説』ミネルヴァ書房。 
【参考資料】 

高等学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．高校福祉科の設置経緯と位置づけについて理解し説明できるようになる。 
２．福祉科の教育目標と教育内容について理解し説明できるようになる。 
３．各科目（新教育課程９科目）に関して理解し説明できるようになる。 

４．教材研究と指導案作成について理解し、模擬授業の計画に備え発表できるようになる。 
５．授業展開例と授業評価について理解し説明できるようになる。 
６．模擬授業を計画し、実際に全員が授業を行い、福祉科教育実習の準備の第一歩とする。 

○評定の方法 

学習指導案              ５０％ 
授業内で行う模擬授業準備・発表活動等 ３０％ 

授業態度・レポート等の提出物     ２０％ 
学校での授業補助・行事参加等の教育ボランティア活動を行った場合は、評価し加算する。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．欠席・遅刻・早退をしないこと。 

２．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。 
３．授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も改善が見られないときは、Ｆ評価とす

る。 

４．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループディスカッションや意見の発表時には間違いを恐
れず、恥ずかしがらずに前へ出ること。 

５．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 

６．この授業では、全員が福祉科の模擬授業を行う。受講生の中には福祉科で教育実習を行わない学生もい
ると考えられるが、福祉科指導法の履修には必須といえるため、積極的に取り組むこと。 

13．オフィスアワー 最初の授業で発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス、基礎力診断テスト、高校福祉科
の設置経緯とねらい１ 

事前学習 
自分がなぜ福祉科教員免許を取得するのか、よく考え
て授業に臨む。 

事後学習 福祉教育の類型をまとめ、理解する。 

第２回 高校福祉科の設置経緯とねらい２ 

事前学習 高校福祉科の教育目標をチェックし、理解する。 

事後学習 
教科「福祉」が登場した時代背景について理解し、ま
とめる。 

第３回 高校福祉科の教育目標と科目編成 
事前学習 高校福祉科の科目編成をチェックし、理解する。 

事後学習 高等学校の教育目標を確認し、理解する。 

第４回 
学習指導要領総説、教育評価（福祉科の学習評価
の考え方を理解する） 

事前学習 学習指導要領を読んだうえで授業に臨む。 

事後学習 
学習指導要領と福祉科について整理するとともに、福
祉科の教育目標を再確認する。 

第５回 

福祉科の各科目１（社会福祉基礎１） 

 社会福祉の理念と意義、人間関係とコミュニケ
ーション 

事前学習 
学習指導要領の社会福祉基礎の内容を読んだうえで
授業に臨む。 

事後学習 社会福祉基礎の予習用教材を作成する。 

第６回 

福祉科の各科目１（社会福祉基礎２） 

 社会福祉思想の流れと福祉社会への展望、生活
を支える社会保障制度 

事前学習 
学習指導要領の社会福祉基礎の内容を読んだうえで
授業に臨む。 

事後学習 社会福祉基礎の授業用教材を作成する。 



 

 

 

第７回 
福祉科の各科目２（介護福祉基礎１） 

 介護の意義と役割、介護福祉の担い手 

事前学習 
学習指導要領における介護福祉基礎の内容を読んだ
うえで授業に臨む。 

事後学習 介護福祉基礎の授業用教材を作成する。 

第８回 

福祉科の各科目２（社会福祉基礎２） 

 介護を必要とする人の理解と介護、介護におけ
る安全確保と危機管理 

事前学習 
学習指導要領における介護福祉基礎の内容を読んだ
うえで授業に臨む。 

事後学習 介護福祉基礎の復習用教材を作成する。 

第９回 
福祉科の各科目３（コミュニケーション技術１） 

 介護におけるコミュニケーション 

事前学習 
学習指導要領におけるコミュニケーション技術の内
容を読んだうえで授業に臨む。 

事後学習 コミュニケーション技術の予習用教材を作成する。 

第１０回 

福祉科の各科目３（コミュニケーション技術２） 

 サービス利用者や家族とのコミュニケーショ
ン、介護におけるチームのコミュニケーション 

事前学習 
学習指導要領におけるコミュニケーション技術の内
容を読んだうえで授業に臨む。 

事後学習 コミュニケーション技術の授業用教材を作成する。 

第１１回 福祉科の各科目４（生活支援技術） 

事前学習 
学習指導要領における生活支援技術の内容を読んだ
うえで授業に臨む。 

事後学習 コミュニケーション技術の復習用教材を作成する。 

第１２回 福祉科の各科目５（介護過程） 

事前学習 
学習指導要領における介護過程の内容を読んだうえ
で授業に臨む。 

事後学習 介護過程の授業用教材を作成する。 

第１３回 福祉科の各科目６（介護総合演習） 

事前学習 
学習指導要領における介護総合演習の内容を読んだ
うえで授業に臨む。 

事後学習 介護総合演習の授業用教材を作成する。 

第１４回 福祉科の各科目７（介護実習） 

事前学習 
学習指導要領における介護実習の内容を読んだうえ
で授業に臨む。 

事後学習 介護実習の授業用教材を作成する。 

第１５回 福祉科の各科目８（こころとからだの理解） 

事前学習 
学習指導要領におけるこころとからだの理解を読ん
だうえで授業に臨む。 

事後学習 こころとからだの理解の授業用教材を作成する。 

第１６回 

福祉科の各科目９（福祉情報活用） 

 福祉科授業における情報機器活用についても考
える。 

事前学習 
学習指導要領における福祉情報活用を読んだうえで
授業に臨む。 

事後学習 福祉情報活用の授業用教材を作成する。 

第１７回 指導計画の作成（外部講師） 

事前学習 
学習指導計画とは何なのかについて理解し、授業に臨
む。 

事後学習 学習指導案の項目をまとめる。 

第１８回 模擬授業で扱う単元の決定 

事前学習 模擬授業で扱う単元を決定する。 

事後学習 模擬授業の指導案のテーマ・目標を設定する 

第１９回 

模擬授業準備 

 過去の模擬授業映像を視聴し、分析しながら、
自分の授業に生かしていく。 

事前学習 模擬授業の指導案を作成する（１）。 

事後学習 模擬授業の指導案を作成する（２）。 

第２０回 

模擬授業準備 

 単元名、単元の目標、設定の理由について考え
る。 

事前学習 模擬授業の指導案を作成する（３）。 

事後学習 模擬授業の指導案を作成する（４）。 

第２１回 

模擬授業準備 

 本時の指導（主題・目標・指導過程）について
考える。学習評価の考え方を理解し、本時の評価
について考える。 

事前学習 模擬授業用の教材を作成する（５）。 

事後学習 模擬授業用の教材を作成する（６）。 



 

 

第２２回 

模擬授業準備 

 プリント教材（予習用教材、授業用教材。復習
用教材など）を作成する。情報機器を活用した授
業設計についても検討する。 

事前学習 模擬授業用の教材を作成する（１）。 

事後学習 模擬授業用の教材を作成する（２）。 

第２３回 

模擬授業準備 

 授業の進め方、発問の仕方などについて練習す
る。 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（１）。 

事後学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（２）。 

第２４回 

模擬授業準備 

 板書の仕方、映像教材導入・操作の仕方などに
ついて練習する。  

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（３）。 

事後学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（４）。 

第２５回 
模擬授業 

 授業時の声量、姿勢、視線などに着目して、 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（５）。 

事後学習 
模擬授業チェック表を見て、自分の授業の反省点を明
らかにする（１）。 

第２６回 

模擬授業 

 授業時の発問、グループディスカッションなど
に着目して 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（６）。 

事後学習 
模擬授業チェック表を見て、自分の授業の反省点を明
らかにする（２）。 

第２７回 

模擬授業 

 授業時の板書内容、プリント教材、映像教材の
内容などに着目して 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（７）。 

事後学習 
模擬授業チェック表を見て、自分の授業の反省点を明
らかにする（３）。 

第２８回 
模擬授業 

 授業の全体内容に着目して 

事前学習 模擬授業の指導案に基づき練習する（８）。 

事後学習 
模擬授業チェック表を見て、自分の授業の反省点を明
らかにする（４）。 

第２９回 

まとめ１（全員の模擬授業に対する講評） 

 模擬授業の映像を見ながら、授業時の声量、姿
勢、視線など、授業全体について授業者が振り返
った後、担当教員が好評をする。 

事前学習 
自分の模擬授業について、反省点を再度明らかにする
（１）。 

事後学習 
模擬授業に対する講評を聞いて、自分に取り入れるべ
きところを明らかにする（１）。 

第３０回 

まとめ２（全員の模擬授業に対する講評） 
 提出された学習指導案、プリント教材などを見
ながら、授業内容の詳細について、受講生と担当
教員で詳細な検討を行い、教育実習に生かしてい
く。 

事前学習 
自分の模擬授業について、反省点を再度明らかにする
（２）。 

事後学習 
模擬授業に対する講評を聞いて、自分に取り入れるべ
きところを明らかにする（２）。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3103 

SBMP3103 

PSMP3403 ２．授業担当教員 宮崎 栄二 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

市場の失敗が問われている現在、これからは福祉分野においても、行政の役割が市場機能より重要にな

ると考えられる。こうした問題意識から本講義は福祉と関連し、パブリック（行政）が行っている事につ

いて以下の点を中心に学習する。 

・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門

職の役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

１．福祉分野において市場の失敗と行政の機能の変化について理解し、説明することができる。 

２．福祉サービスの担い手として行政組織の役割について学習し、理解を深める。 

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

４．福祉計画の理論と技法について、また、福祉計画がなぜ重要になってきたのかについて学び、説明で

きるようになる。 

５．福祉行政の過程すなわち、plan→do→see→feed back について学び、理解を深める。 

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・学生が住んでいる市町村へ出向き、それぞれの市町村の「総合振興計画」「地域福祉計画」「高齢者保

健福祉・介護保険事業計画」「障害者計画」「エンゼルプラン」等を収集し、その基本理念等をまとめる。

（中間レポート課題） 

・その他の課題は、授業の際に提示する。 

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 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解できたか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解できたか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解できたか 

4．発表や討議を通して発表力の向上ができたか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会保障・社会福祉の制度、 法律、 財政、 現状や課題などについて、 自主的に学ぶこと。また、日頃

から主体的に資料やニュース、 参考文献、 各省庁インターネット情報などに目を通しておいてください。 

（特に社会保障・社会福祉制度の法律・制度の矛盾・現状・動向について、 日頃から関心を持って資料収

集してください。） 

履修にあたっては次の事を最低限守ってください。 

①指定の教科書は授業の際、必ず持参すること。 

②別途配布する資料は正しく整理して必ず保管しておくこと。 

③授業中の私語や携帯電話の使用は禁止します。 

13．オフィスアワー 授業時間内に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義の狙いと概要）、 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 1章第 1節 

福祉と制度について学ぶ 

事前学習 
教科書第 1 章第 1 節を読み、社会福祉の概要を調

べ、確認する。 

事後学習 
旧・社会福祉事業法と現・社会福祉法の差異をまと

める。（目的・基本理念・地域福祉関係） 

第２回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 1章第 2・3節 

福祉法制度の歴史と福祉計画の概要について学ぶ 

事前学習 
教科書第 1章第 2・3節を読み、社会福祉六法を中

心に社会福祉法制度の発展過程について調べる。 

事後学習 
福祉計画と予算制度・財源配分についての概要を

まとめる。（練習問題） 

第３回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 2 章第 1・2・3

節福祉行政①（行政の骨格、国の役割、都道府県の

役割、市町村の役割）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 2章第 1・2・3節を読み、三権分立と政府

の役割を調べる。 

事後学習 

国と自治体との関係をまとめる。 

法定受託事務・自治事務について福祉行政事務の

変化をまとめる。（練習問題） 

第４回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 2章第 4節 

福祉行政②（社会福祉基礎構造改革と福祉サービス

利用方法）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 2章第 4節を読み、社会福祉基礎構造（改

革）を調べる。 

事後学習 
措置から契約など、福祉サービス利用方法の変化

をまとめる。（練習問題） 



 

 

第５回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 3章第 1～5節 

福祉財政（福祉の財源）について学ぶ 

事前学習 

教科書第 3章第 1～5節を読み、財政・財源とはな

にかを調べる。一般会計予算と特別会計予算の違

いを調べる。 

事後学習 

地方自治体の財政と民生費の動向をまとめる。 

応益負担と応能負担の違いをまとめる。（練習問

題） 

第６回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 4章第 1～4節 

福祉行政の組織・団体と専門職の役割について学ぶ 

事前学習 
教科書第 4章第 1～4節を読み、社会福祉法により

福祉事務所の設置規定等について調べる。 

事後学習 

社会福祉専門機関の組織体制（児童相談所・身体障

害者更生相談所・知的障害者更生相談所・婦人相談

所）をまとめる。（練習問題） 

第７回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 4章第 5・6節 

地域の相談システム（地域包括支援センター・子育

て支援センター等）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 4章第 5・6節を読み、地域包括支援セン

ターについて、機能や役割を調べる。 

事後学習 

社会福祉専門機関の専門職（社会福祉主事・児童福

祉司・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司）につ

いてまとめる。（練習問題） 

第８回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 5章第 1～3節 

福祉計画の目的と意義について学ぶ 

事前学習 
教科書第 5章第 1～3節を読み、福祉計画の目的・

意義を調べる。 

事後学習 
福祉行政における市町村主義及びケアプランの登

場と計画の連続性についてまとめる。（練習問題） 

第９回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 6章第 1～3節 

福祉計画の理論と技法について学ぶ 

事前学習 
教科書第 6章第 1～3節を読み、日常性と非日常性

について調べる。 

事後学習 
テクノクラート官僚とストリートレベル官僚につ

いてまとめる。（練習問題） 

第１０回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 6章第 4・5節 

福祉計画の評価と住民参加について学ぶ 

事前学習 
教科書第 6章第 4・5節を読み、福祉計画事後評価

のポイントについて調べる。 

事後学習 
社会福祉サービスのプログラム評価についてまと

める。（練習問題） 

第１１回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 1・2節 

福祉計画の実際①（老人福祉計画・介護保険事業計

画）について学ぶ 

事前学習 

教科書第 7章第 1・2節を読み、福祉計画の分析的

枠組みとは何かについて調べる。地域特性・福祉特

性について調べる。 

事後学習 
ゴールドプラン、老人福祉計画、介護保険事業計画

について概要をまとめる。（練習問題） 

第１２回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 3節 

福祉計画の実際②（障害者福祉計画）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 7章第 3節を読み、新「障害者基本計画」

及び「障害者総合支援法」について調べる。 

事後学習 
「障害者プラン～ノーマライゼーション 7 か年戦

略～」についてまとめる。（練習問題） 

第１３回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 4節 

福祉計画の実際③（次世代育成支援行動計画）につ

いて学ぶ 

事前学習 
教科書第 7 章第 4 節を読み、次世代育成支援対策

推進法について調べる。 

事後学習 
次世代育成支援行動計画の種類についてまとめ

る。（練習問題） 

第１４回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 5節 

福祉計画の実際④（地域福祉計画）について学ぶ 

事前学習 

教科書第 7 章第 5 節を読み、社会福祉法第 4 条・

107 条を中心に、地域福祉計画関係の条文を調べ

る。 

事後学習 
地域福祉計画の基本的骨格をまとめる。学生の住

む自治体の地域福祉計画を確認する。 

（練習問題） 

第１５回 最近の福祉行政の話題 全体のまとめ 

事前学習 
福祉行政実施体制・生活保護支給事務など実際の

話題に目を向け調べる。 

事後学習 

福祉行財政と福計計画の全体を振り返り、国家試

験問題についても対応できるようにする。（練習問

題） 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3103 

２．授業担当教員 姜 壽男 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

市場の失敗が問われている現在、これからは福祉分野においても、行政の役割が市場機能より重要になる

と考えられる。こうした問題意識から本講義は福祉と関連し、パブリック（行政）が行っている事について

以下の点を中心に学習する。 

・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門職

の役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

１．福祉分野において市場の失敗と行政の機能の変化について理解し、説明することができる。 

２．福祉サービスの担い手として行政組織の役割について学習し、理解を深める。 

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

４．福祉計画の理論と技法について、また、福祉計画がなぜ重要になってきたのかについて学び、説明でき

るようになる。 

５．福祉行政の過程すなわち、plan→do→see→feed back について学び、理解を深める。 

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１：福祉計画の概要について述べなさい(A4サイズ2枚) 

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 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解できたか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解できたか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解できたか 

4．発表や討議を通して発表力の向上ができたか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

 受講生は上記の目的達成のため、下記の事を守ることが期待されている。 

１）授業中は常に緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

２）席は前から男女混合で座ること。 

３）授業中に理解できなかったことをそのまま放っておかず、質問をすること。 

４）授業中は私語、居眠り、また途中入出をしないこと(正当な理由以外は減点の対象になる)。 

５）宿題及びレポートの提出期間を厳守すること。 

６）グループ討議にはメンバー全員が積極的に参加することと他人が発表するときはきちんと傾聴すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する(時間割表掲載のオフィスアワー欄参照) 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

第１セクター( 民間と行政)の相違点 

事前学習 
学習用ノートを準備し、シラバス・教科書に目

を通し、講義に臨むこと。 

事後学習 行政と民間の相違点についてまとめる。 

第２回 

福祉と制度 

福祉を実現する主体と機能、社会福祉の捉え方、 

社会福祉と社会保障の違いについて 

事前学習 pp.2～10 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 社会福祉の概念の変遷についてまとめる。 

第３回 

福祉の法制度の展開 

時代によってどのような制度ができ、特徴があるのか、 

社会福祉における市場と行政の機能変化について 

事前学習 pp.11～23 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
社会福祉における市場と行政の機能変化につ

いてまとめる。 

第４回 
福祉計画の概要 

社会福祉と計画の関係、福祉行政と福祉計画について 

事前学習 pp.24～31 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉行政と福祉計画についてまとめる。 

第５回 

行政の骨格と社会福祉の法制度 

政府の役割と地方自治体の関係、社会福祉の法令を読む

ポイント 

事前学習 pp.34～43 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 社会福祉関連法令の専門用語をまとめる。 

第６回 福祉行政の組織(中央及び地方政府を中心に) 
事前学習 pp.44～51 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 厚生労働省の機能についてまとめる。 

  



 

 

第７回 
社会福祉基礎構造改革と福祉サービスの利用方式の分

化について 

事前学習 pp.54～60 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉サービスの利用方式についてまとめる。 

第８回 

財政と社会福祉 

社会保障給付費とは、社会保障給付費の推移、社会保障

関係費の動向について 

事前学習 pp.62～68 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
日本の社会保障給付費の動向の特徴について

まとめる。 

第９回 地方自治体の財政と民生費の動向、民間と利用者負担 
事前学習 

pp.69～75 を参考に自分が住んでいる地方自

治体の民生費を調べてまとめる。 

事後学習 日本の民生費の動向の特徴についてまとめる。 

第１０回 

福祉行政の専門機関と専門職 

福祉関連専門機関と専門職にはどのようなものがある

のか 

事前学習 pp.86～100 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる。 

第１１回 福祉計画の主体と方法 
事前学習 pp.116～133 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉計画のプロセスについてまとめる。 

第１２回 福祉計画におけるニーズ把握と評価について 

事前学習 pp.134～148 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
客観的ニーズと主観的ニーズの関係、評価技法

についてまとめる。 

第１３回 福祉計画の実際①老人福祉・介護保険事業計画 
事前学習 pp.142～148 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 についてまとめる。 

第１４回 
福祉計画の実際②障害者福祉計画・子ども子育て支援事

業計画 

事前学習 pp.158～163 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる。 

第１５回 
福祉計画の実際③地域福祉計画（住民参加の方法を中心

に 

事前学習 pp.149～155 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 住民参加の方法及び重要性についてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 
SCMP3103 

SSMP3103 
２．授業担当教員 三田 真外 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関

係 

 

７．講義概要 

市場の失敗が問われている現在、これからは福祉分野においても、行政の役割が市場機能より重要になると

考えられる。こうした問題意識から本講義は福祉と関連し、パブリック（行政）が行っている事について以下

の点を中心に学習する。 

・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門職の

役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

１．福祉分野において市場の失敗と行政の機能の変化について理解し、説明することができる。 

２．福祉サービスの担い手として行政組織の役割について学習し、理解を深める。 

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

４．福祉計画の理論と技法について、また、福祉計画がなぜ重要になってきたのかについて学び、説明できる

ようになる。 

５．福祉行政の過程すなわち、plan→do→see→feed back について学び、理解を深める。 

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレ

ポート課題 

学習の理解度をみるレポート課題（1500字以上）を数回実施する。レポートの作成方法・構成等の詳細につい

ては授業にて説明する。その他、授業の進行状況に応じて指示する。 

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 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規

準と評定の方

法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解できたか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解できたか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解できたか 

4．発表や討議を通して発表力の向上ができたか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は、福祉分野と行政分野との関連を学び、地域福祉の理論と技術を身に着けることを目的としてい

ます。 

１. 遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。 

２. レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３. 私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。違反者

は受講態度で減点の対象となる。 

13．オフィスアワ

ー 

初回の講義において発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

第１セクター(民間)と第２セクター(行政)の相違点 

事前学習 
シラバスを持参する。事前に講義概要、シラ

バスについて目を通しておく。 

事後学習 
行政と民間の相違点について講義の要点を

ノートにまとめる 

第２回 

福祉と制度 

福祉を実現する主体と機能、社会福祉の捉え方、社会

福祉と社会保障の違い 

事前学習 pp.2～10 を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉の概念の変遷について、講義の要点

をノートにまとめる。 

第３回 

福祉の法制度の展開 

時代によってどのような制度ができ、特徴があるの

か、社会福祉における市場と行政の機能変化 

事前学習 pp.11～24 を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉における市場と行政の機能変化に

ついて、講義の要点をノートにまとめる。 

第４回 
福祉計画の概要 

社会福祉と計画の関係、福祉行政と福祉計画 

事前学習 pp.25～32を読んでくること。 

事後学習 
福祉行政と福祉計画について、講義の要点を

ノートにまとめる。 

第５回 

行政の骨格と社会福祉の法制度 

政府の役割と地方自治体の関係、社会福祉の法令のポ

イント 

事前学習 pp.34～43 を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉関連法令の専門用語をノートにま

とめる 

  



 

 

第６回 福祉行政の組織(中央及び地方政府) 

事前学習 pp.44～52 を読んでくること。 

事後学習 
厚生労働省の機能について、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第７回 
中間まとめ 

確認テスト・グループディスカッション 

事前学習 
第 1回から第 6回まのでの講義要点の再確認

をしておくこと 

事後学習 
ここまでの講義内容を整理し、理解を深める

こと。 

第８回 
社会福祉基礎構造改革と福祉サービスの利用方式の分

化 

事前学習 pp.53～61 を読んでくること。 

事後学習 
福祉サービスの利用方式について、講義の要

点をノートにまとめる。 

第９回 

財政と社会福祉 

社会保障給付費とは、社会保障給付費の推移、社会保障

関係費の動向 

事前学習 pp.64～70 を読んでくること。 

事後学習 
日本の社会保障給付費の動向の特徴につい

て、講義の要点をノートにまとめる。 

第１０回 地方自治体の財政と民生費の動向、民間と利用者負担 

事前学習 pp.71～77 を読んでくること。 

事後学習 
日本の民生費の動向の特徴について、講義の

要点をノートにまとめる。 

第１１回 
福祉行政の専門機関と専門職 

福祉関連専門機関と専門職の役割と機能 

事前学習 pp.80～102 を読んでくること。 

事後学習 
福祉関連専門機関について、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第１２回 

福祉計画の基本的視点 

計画と計画化、目標と目的の違いや PDCA サイクル、

福祉計画の概念や主体、類型 

事前学習 pp.104～135 を読んでくること。 

事後学習 
福祉計画のプロセスについて、講義の要点を

ノートにまとめる。 

第１３回 福祉計画におけるニーズ把握と評価 

事前学習 pp.136～150 を読んでくること。 

事後学習 

客観的ニーズと主観的ニーズの関係や福祉

計画評価技法について、講義の要点をノート

にまとめる。 

第１４回 福祉計画における住民参加の方法 

事前学習 pp.151～157 を読んでくること。 

事後学習 
住民参加の方法及び重要性について、講義の

要点をノートにまとめる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでの講義内容について復讐してくる

こと。 

事後学習 
これまでの講義内容を整理し、理解を深める

こと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3103 

２．授業担当教員 尹 文九 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

市場の失敗が問われている現在、これからは福祉分野においても、行政の役割が市場機能より重要になる

と考えられる。こうした問題意識から本講義は福祉と関連し、パブリック（行政）が行っている事について

以下の点を中心に学習する。 

・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門職

の役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

１．福祉分野において市場の失敗と行政の機能の変化について理解し、説明することができる。 

２．福祉サービスの担い手として行政組織の役割について学習し、理解を深める。 

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

４．福祉計画の理論と技法について、また、福祉計画がなぜ重要になってきたのかについて学び、説明でき

るようになる。 

５．福祉行政の過程すなわち、plan→do→see→feed back について学び、理解を深める。 

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１：福祉計画の中で一つを選び、その内容や分かったことについて1500字程度でまとめる。 

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 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解されているのか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解されているのか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解されているのか 

4．発表や討議を通して発表力の向上できたのか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

 受講生は上記の目的達成のため、下記の事を守ることが期待されている。 

１）授業中は常に緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

２）席は前から男女混合で座ること。 

３）授業中に理解できなかったことをそのまま放っておかず、質問をすること。 

４）授業中は私語、居眠り、また途中入出をしないこと(正当な理由以外は減点の対象になる)。 

５）宿題及びレポートの提出期間を厳守すること。 

６）グループ討議にはメンバー全員が積極的に参加することと他人が発表するときはきちんと傾聴すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する(時間割表掲載のオフィスアワー欄参照) 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

第１セクター(民間)と第２セクター(行政)の相違点 

事前学習 
学習用ノートを準備し、シラバス・教科書に目

を通し、講義に臨むこと 

事後学習 行政と民間の相違点についてまとめる 

第２回 

福祉と制度 

福祉を実現する主体と機能、社会福祉の捉え方、 

社会福祉と社会保障の違いについて 

事前学習 pp.2～10を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会福祉の概念の変遷についてまとめる 

第３回 

福祉の法制度の展開 

時代によってどのような制度ができ、特徴があるのか、 

社会福祉における市場と行政の機能変化について 

事前学習 pp.11～23を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 
社会福祉における市場と行政の機能変化につ

いてまとめる 

第４回 
福祉計画の概要 

社会福祉と計画の関係、福祉行政と福祉計画について 

事前学習 pp.24～31を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 福祉行政と福祉計画についてまとめる 

第５回 

行政の骨格と社会福祉の法制度 

政府の役割と地方自治体の関係、社会福祉の法令を読む

ポイント 

事前学習 pp.34～43を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会福祉関連法令の専門用語をまとめる 

第６回 福祉行政の組織(中央及び地方政府を中心に) 
事前学習 pp.44～51を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 厚生労働省の機能についてまとめる 



 

 

第７回 
社会福祉基礎構造改革と福祉サービスの利用方式の分

化について 

事前学習 pp.54～60を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 福祉サービスの利用方式についてまとめる 

第８回 

財政と社会福祉 

社会保障給付費とは、社会保障給付費の推移、社会保障

関係費の動向について 

事前学習 pp.62～68を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 
日本の社会保障給付費の動向の特徴について

まとめる 

第９回 地方自治体の財政と民生費の動向、民間と利用者負担 
事前学習 

pp.69～75を参考に自分が住んでいる地方自治

体の民生費を調べてまとめる 

事後学習 日本の民生費の動向の特徴についてまとめる 

第１０回 

福祉行政の専門機関と専門職 

福祉関連専門機関と専門職にはどのようなものがある

のか 

事前学習 pp.86～100を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる 

第１１回 

福祉計画の基本的視点 

計画と計画化、目標と目的の違いや PDCA サイクル、福

祉計画の概念や主体そして類型について 

事前学習 pp.116～133を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 福祉計画のプロセスについてまとめる 

第１２回 福祉計画におけるニーズ把握について 

事前学習 pp.134～141を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 
客観的ニーズと主観的ニーズの関係について

まとめる 

第１３回 福祉計画における評価について 
事前学習 pp.142～148を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 評価技法についてまとめる 

第１４回 福祉計画の事例研究の視点と種類について 
事前学習 pp.158～163を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる 

第１５回 
福祉計画における住民参加の方法となぜそれが重要な

のか 

事前学習 pp.149～155を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 住民参加の方法及び重要性についてまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と教育 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1329 

GELA1349 
２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 
講義（学習参考例）、演習（ワークシート）、ディスカッション、レ

ポート課題、発表 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

福祉や教育の現場では、突然生じる問題を的確に発見して捉え、福祉や教育を必要とする各人のニーズに

応えられるように解決していかなければならない。そのためには、これまで我が国で主流とされてきた一方

的な知識注入型の授業法を改め、学生が主体となって学習に取り組めるような双方向対話型の授業法に切り

替えていかなければならない。本授業では、主に「新聞記事」「視覚教材」「学習参考例」などをもとにして、

日本の福祉と教育のあり方について考え、真に必要な能力は何かを分析しながら、現代社会で求められる福

祉従事者や教育者のあり方について考察する。 

８．学習目標 

本講義では、①ディスカッションでは、他人の意見を受け入れつつ、柔軟な思考力や問題解決能力を養う

こと、②発表では、聞き手に理解されやすい表現力を身に付けること、③レポート課題では、論理的でわか

りやすく簡潔な文章が書けるような文章作成能力を身に付けること、を学習目標にしている。また、①～③

に記した能力を兼ね備え、福祉や教育の現場で役立つ実践力を身に付けることを究極の目標としている。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．期末レポート 

「授業の内容を踏まえた上で、今後の福祉や教育の現場で行うべき対人援助のあり方について自らの考

えを述べなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特定の教科書は使用しない。必要に応じて資料を配布する。 

【参考文献】 

参考文献については、テーマごとに紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・福祉や教育に関する現代的な課題について理解することができたか。 

・ディスカッションにおいて、他の人の意見を受けとめ、自分の意見を分かりやすい表現で伝えることがで

きたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発言等）               20％ 

・理解度（ディスカッション記録、レポート、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・期末評価（レポート・試験等）                     60％ 

3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1回（90分）につき 10

点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、早退した

場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

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

４．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の進め方等を

説明） 

事前学習 福祉と教育に関して興味のあることを整理しておく。 

事後学習 
「福祉と教育」を学ぶ意義について自分なりの考えをまとめて

おく。 

第２回 
いじめ問題① 

‐現代における「いじめ」の現状‐ 

事前学習 いじめの問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、いじめ問題につい

て自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第３回 
いじめ問題② 

‐「いじめ」の解決にむけて‐ 

事前学習 前回に取り上げたいじめの問題について復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、いじめ問題につい

て自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第４回 不登校 

事前学習 不登校の問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、不登校の問題につ

いて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第５回 フリースクール 

事前学習 フリースクールについて知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、フリースクールに

ついて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第６回 子どもの発達障害 

事前学習 発達障害について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、発達障害について

自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第７回 大人の発達障害 

事前学習 前回に取り上げた発達障害について復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、発達障害について

自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 



 

 

第８回 子どもの虐待 

事前学習 子どもの虐待の問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、子どもの虐待問題

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第９回 
子どもの貧困① 

‐現状の課題‐ 

事前学習 子どもの貧困の問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、子どもの貧困問題

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１０回 
子どもの貧困② 

‐課題の解決にむけて‐ 

事前学習 前回、取り上げた子どもの貧困問題について復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、トラウマ治療につ

いて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１１回 ハンセン病問題について 

事前学習 ハンセン病問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、ハンセン病の問題

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１２回 障害者差別解消法について 

事前学習 障害者差別解消法について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、障害者差別解消法

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１３回 若年介護問題について 

事前学習 若年介護問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、介護離職問題につ

いて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１４回 

レポート作成（今後の福祉や教育の現場

で行うべき対人援助のあり方について

考察する。） 

事前学習 レポートの課題について自分の考えをまとめておく。 

事後学習 レポートでは書ききれなかったことについて整理しておく。 

第１５回 
まとめ 

-「福祉と教育」の授業を振り返って 

事前学習 
これまでの授業で使用したワークシートを見直し、ふり返って

おく。 

事後学習 返却されたレポートの見直しをして、今後の授業に活用する。 
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１．科目名（単位数） 福祉事業所経営管理論Ⅱ （2 単位） 
３．科目番号 

SSMP3313 

SCNP3313 

SBMP3120 ２．授業担当教員 平 仁 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

  

７．講義概要 

現在、わが国では介護保険事業、障害者総合支援事業において、福祉サービスの利用者による事業所選択
および事業者と利用者の利用計画の仕組みが実施され、必要経費は利用者の負担金と行政による利用料補助
額によって賄われている。また、社会福祉法人、営利法人（株式会社等）及びＮＰＯ法人等の多様な民間組
織も参入が認められ、福祉サービスの提供主体が多元化し、主体的管理運営がもとめられている。そのため、
経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、福祉サービスの供給体制の整備および充実を図る
ことが必要とされる。すなわち、社会福祉事業の公共性と事業主体のあり方が問われる状態にある。 
そのために、適正、効果的な事業所経営のためには、施設長をはじめとする管理者、相談援助活動に専門

的に従事する社会福祉士等は、福祉事業所やサービス提供に関する経営管理の組織構造、効率的なサービス
供給と運営の実際等経営論についての基礎知識も身に着けることが必要である。 
本講座では、春期に開講した「福祉事業所経営管理論Ⅰ」で学習した知識を前提として、演習等を踏まえ

て福祉事業所の経営・管理の実務的側面に焦点を当て実践的問題を扱う。 

８．学習目標 

演習として、特に以下の福祉事業所の経営・管理の実務的側面に焦点を当て実践的問題を扱う。 
１．福祉事業所の経営で日常的に遭遇する諸問題事例分析 
２．適正、効率的経営事例および問題事例の具体的検討 
３．利用者のニーズへの対応における事業所内職種間連携、情報管理の方法 
４、福祉事業所と外部専門機関との連携の方法 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

 アサインメントは課さない。 
 期末レポート課題は追って授業内で指示する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
浦野正男編『社会福祉施設経営管理論 2020』全国社会福祉協議会 2020年（改訂 11版） 
（ただし、シラバスの事前学習については同 2019年版（改訂 10版）を利用している。） 
【参考書】 
(社)日本介護福祉経営人材教育協会監修、馬場博編『はじめて学ぶ介護福祉のマネジメント』日本医療企画
2015年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 社会福祉事業の経営学的な思考が身についたか。 

２ 多くの実践事例を踏まえて、今後の経営課題の解決に向けて、その方向性を見い出すことができたか。 

○評定の方法 
授業への積極的参加度    40％ 

レポート          60％ 

12．受講生への 
メッセージ 

この講座は、春期に開講した「福祉事業所経営管理論Ⅰ」で学習した知識を前提として、同テキストに掲
載されているケーススタディー等を通じて、社会福祉事業所が抱える経営課題について具体的に考え、解決
策を考えられるようになることを目的としている。そのため、かなり実践的な議論を行うことになるので、
予習・復習をしっかり行い、積極的にディスカッションに参加することを期待したい。 

13．オフィスアワー 別途、通知します。 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 福祉事業所経営管理論Ⅰの総復習 
事前学習 福祉事業所経営管理論Ⅰで学んだことを復習する。 

事後学習 福祉事業所経営管理論Ⅰで学んだことの理解を深める。 

第２回 ＳＷＯＴ分析の枠組み 
事前学習 テキスト事例１をよく読んでくること。 

事後学習 ＳＷＯＴ分析について理解する。 

第３回 
事例 ＳＷＯＴ分析に基づく環境特性分
析と中期経営計画策定＜グループディス
カッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理
解する。 

第４回 ＩＳＯ認証の意味 

事前学習 テキスト事例２をよく読んでくること。 

事後学習 
品質管理の質を保障するＩＳＯの認証を福祉事業所が受け

る意味を理解する。 

第５回 
事例 ＩＳＯの取り組み＜グループディ
スカッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理
解する。 

第６回 苦情対応・事故、ヒヤリハットへの対応 
事前学習 テキスト事例３，４をよく読んでくること。 

事後学習 リスクマネジメントについてより深く理解する。 

第７回 
事例 リスクマネジメントの取り組み＜

グループディスカッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理
解する。 

第８回 
事例 苦情解決の取り組み～第三者委員
と介護オンブズマン＜グループディスカ

ッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理

解する。 

第９回 トータル人事管理システムの構築 
事前学習 テキスト事例５をよく読んでくること。 

事後学習 人事管理・労務管理についてより深く理解する。 

第１０回 
事例 人事管理・人材育成の取り組み＜グ
ループディスカッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理
解する。 

第１１回 
事例 管理会計と財務分析の事例＜グル
ープディスカッション＞ 

事前学習 テキスト事例６をよく読んでくること。 

事後学習 事例を通じて管理会計手法を理解する。 



 

 

 

第１２回 
個人情報とプライバシーの保護、公益通報
者保護 

事前学習 テキスト事例７，８をよく読んでくること。 

事後学習 情報管理についてより深く理解する。 

第１３回 
事例 社会福祉法人の公益通報制度の取

り組み＜グループディスカッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理

解する。 

第１４回 
事例 広報活動の実際＜グループディス
カッション＞ 

事前学習 インターネット等を活用して類似事例を調べておく 

事後学習 
グループディスカッションを踏まえて事例の取り組みを理
解する。 

第１５回 最終まとめ 
事前学習 ここまでの議論を復習しておくこと。 

事後学習 ここまで学んだことを整理し、自分の考えをまとめる。 

  



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 若杉 英治 

４．授業形態 
テキストの内容を基にして、ケーススタディーについて受講生によ
るディスカッションを行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
福祉と経営Ⅰを受講していることを前提として授業を行う 

７．講義概要 

春期の「福祉と経営１」ではテキストに基づいて基礎知識を学んだ。本講義では、この基礎知識を前提と
して、福祉(介護)業界における経営課題をいかにして解決するかについて、ケーススタディーを中心にグル
ープディスカッションを通じて全員で考えていく。グループディスカッションを踏まえて考えたことについ
ては必ず次週までにレポートとして提出すること。 
 

８．学習目標 
・福祉(介護)業界における経営課題の解決策を具体的に考えることができるようになる。 
・自分の考えを自分の言葉で発表し、他人が理解できるように伝えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは課さないが、グループディスカッションを行う 4 つのテーマについてディスカッションの

次週までにレポートを提出すること（書式自由・字数自由）（ディスカッションを欠席した場合は、クラス

メイトから話を聞いて作成すること）テーマの詳細は授業当日説明する。 

①あなたが社会福祉サービス組織の経営者だとしたら、人材確保・人材定着のために何をすべきだと考えま

すか、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

②あなたはある介護福祉施設（特養）の施設長です。当施設で介護福祉士と利用者の間で以下のような出来

事が起こりました（詳細は後日授業で提示）。このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に

出ますか。グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

③あなたはある介護福祉施設（特養）に着任したばかりの施設長です。あなたは当施設の経営管理について

改革が必要だと感じていました。そんな中、以下のような出来事が起きました（詳細は後日授業で提示）。

このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に出ますか。グループディスカッションで考えた

ことを踏まえてレポートしなさい。 

④あなたはある販売会社に就職し５年が経過し、ある地域の営業主任（部下５人）を任されました。ビジネ

スを発展させるために行うべき営業活動について、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレ

ポートしなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療

企画 2014 年。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『福祉サービスの組織と経営（第５版）』中央法規。 

野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 

 (社)日本介護福祉経営人材教育協会監修、馬場博編『はじめて学ぶ介護福祉のマネジメント』日本医療企画

2015 年（介護福祉経営士入門研修テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ケーススタディーやグループディスカッションにおいて、積極的に発言し、議論に参加していたか 

２．４つのレポート課題につき、それぞれのテーマに対して、経営課題の解決策を具体的に考えることがで

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してください。班別に

リーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなってもらいます。なお授業中にスマホ、私語、
居眠りの多い学生は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による監督下におきます。 

２．本講義は、春期の「福祉と経営１」を学習していることを前提としてディスカッション形式によるグル

ープワークを頻繁に行っていきます。基礎知識がない状況でディスカッションをしても表面的な議論しか

できませんので、「福祉と経営１」での学習内容をよく復習しておいて下さい。 

３．グループディスカッションに当たっては、他人の意見を否定するのではなく肯定的にとらえ、建設的な

議論を全員で作り上げていくようにしてください。 
４．将来福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、と
いう意気込みで講義や演習に臨んでください。 

５．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、自
分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニングの
場と考えてください。 

６．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問して下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 福祉と経営１の総復習 
事前学習 福祉と経営１で学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営１で学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

事前学習 
テキスト p.11のコラム 1、p.12のコラム 2、

p.15のコラム 4及びをよく読む。 

事後学習 
少子高齢化が進展する日本の将来を考え

る。また、自国の将来についても考える。 

  



 

 

第３回 高齢者の住まい 

事前学習 

テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39 の

コラム 9、p.41のコラム 10、p.43のコラム

11、p.44のコラム 12）をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第４回 事例研究：ガバナンス 

事前学習 テキスト p.55のコラム 14をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第５回 福祉事業者が行うことができる介護保険外サービス 

事前学習 
テキスト pp.56～67（特にテキスト pp.62～

63のコラム 16）をよく読む。 

事後学習 
福祉業界が行うことができるビジネス領域

を整理する。 

第６回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 テキスト p.68のコラム 17をよく読む。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社

会福祉ビジネスの進展の可能性を考える。 

第７回 
事例 人材定着率の向上を目指し て（グループディス

カッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第８回 外国人看護師・介護福祉士の受け入れ 

事前学習 テキスト p.73のコラム 18をよく読む。 

事後学習 

日本で就職するために必要な労働ビザの取

得できる職種を理解し、福祉業界への就職

の可能性を考える。 

第９回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 テキスト pp.86～92をよく読む。 

事後学習 

授業で作成したテキスト p.89の演習シート

を振り返り、自己が成長する際のヒントと

する。 

第１０回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 
テキスト pp.86～92 および前回配布した資

料をよく読む。 

事後学習 
ディスカッションの中で出た議論や疑問点

を整理し、自分の考えをまとめてみる。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１２回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 第９～１１回に配布した資料をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１３回 コスト削減に関するケーススタディー 

事前学習 テキスト pp.109～116をよく読む。 

事後学習 

テキスト pp.109～116 を復習し、授業で行

ったケーススタディーの意味を理解する。 

授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１４回 
事例 全職員で組織的に行ったオープン前の営業活動

（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１５回 
最終まとめ 

 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 

 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営

の関係について自分の考えをまとめる。 

期末試験 

※試験を実施しない場合→この欄の文字をすべて削除してください。（枠は教務課で削除） 

 ※試験を実施する場合→この欄の赤色の注意書きを削除してください。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 松尾 仁 

４．授業形態 
テキストの内容を基にして、ケーススタディーについて受講生によ
るディスカッションを行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
福祉と経営Ⅰを受講していることを前提として授業を行う。 

７．講義概要 

春期の「福祉と経営１」ではテキストに基づいて基礎知識を学んだ。本講義では、この基礎知識を前提と
して、福祉(介護)業界における経営課題をいかにして解決するかについて、ケーススタディーを中心にグル
ープディスカッションを通じて全員で考えていく。グループディスカッションを踏まえて考えたことについ
ては必ず次週までにレポートとして提出すること。 
 

８．学習目標 
・福祉(介護)業界における経営課題の解決策を具体的に考えることができるようになる。 
・自分の考えを自分の言葉で発表し、他人が理解できるように伝えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容と関連したレポートを課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

馬場博監修・介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療

企画 2012 年。 

【参考書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編『新社会福祉士養成講座 11 福祉サービスの組織と経営 第 5 版』中央法
規、2017年。 

山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉〔第 11版〕』ミネルヴァ書房、2016年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ケーススタディーやグループディスカッションにおいて、積極的に発言し、議論に参加していたか 

２．４つのレポート課題につき、それぞれのテーマに対して、経営課題の解決策を具体的に考えることがで

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

福祉と経営 Iに引き続き、主体的に授業に参加し、福祉を経営の基礎的な理論と現状を学び、福祉と経営の

さまざまな問題について漠然とではなく論理的に考える力を身につけるよう心掛けていただきたい。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス/福祉と経営 I の復習 
事前学習 福祉と経営 Iで学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営 Iで学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

事前学習 
テキスト p.11のコラム 1、p.12のコラム 2、

p.15のコラム 4及びをよく読む。 

事後学習 
少子高齢化が進展する日本の将来を考え

る。また、自国の将来についても考える。 

第３回 高齢者の住まい 

事前学習 

テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39 の

コラム 9、p.41のコラム 10、p.43のコラム

11、p.44のコラム 12）をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第４回 事例研究：ガバナンス 

事前学習 テキスト p.55のコラム 14をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第５回 福祉事業者が行うことができる介護保険外サービス 

事前学習 
テキスト pp.56～67（特にテキスト pp.62～

63のコラム 16）をよく読む。 

事後学習 
福祉業界が行うことができるビジネス領域

を整理する。 

第６回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 テキスト p.68のコラム 17をよく読む。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社

会福祉ビジネスの進展の可能性を考える。 

第７回 
事例 人材定着率の向上を目指して（グループディスカ

ッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第８回 外国人看護師・介護福祉士の受け入れ 

事前学習 テキスト p.73のコラム 18をよく読む。 

事後学習 

日本で就職するために必要な労働ビザの取

得できる職種を理解し、福祉業界への就職

の可能性を考える。 

  



 

 

第９回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 テキスト pp.86～92をよく読む。 

事後学習 

授業で作成したテキスト p.89の演習シート

を振り返り、自己が成長する際のヒントと

する。 

第１０回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 
テキスト pp.86～92 および前回配布した資

料をよく読む。 

事後学習 
ディスカッションの中で出た議論や疑問点

を整理し、自分の考えをまとめてみる。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１２回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 第９～１１回に配布した資料をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１３回 コスト削減に関するケーススタディー 

事前学習 テキスト pp.109～116をよく読む。 

事後学習 

テキスト pp.109～116 を復習し、授業で行

ったケーススタディーの意味を理解する。 

授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１４回 
事例 全職員で組織的に行ったオープン前の営業活動

（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１５回 総括 

事前学習 これまでの授業内容を整理しておく。 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営

の関係について自分の考えをまとめる。  

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 
テキストの内容を基にして、ケーススタディーについて受講生に
よるディスカッションを行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
福祉と経営Ⅰを受講していることを前提として授業を行う 

７．講義概要 

春期の「福祉と経営１」ではテキストに基づいて基礎知識を学んだ。本講義では、この基礎知識を前提と
して、福祉(介護)業界における経営課題をいかにして解決するかについて、ケーススタディーを中心にグル
ープディスカッションを通じて全員で考えていく。グループディスカッションを踏まえて考えたことにつ
いては必ず次週までにレポートとして提出すること。 

８．学習目標 
・福祉(介護)業界における経営課題の解決策を具体的に考えることができるようになる。 
・自分の考えを自分の言葉で発表し、他人が理解できるように伝えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは課さないが、グループディスカッションを行う 4 つのテーマについてディスカッション

の次週までにレポートを提出すること（書式自由・字数自由）（ディスカッションを欠席した場合は、クラ

スメイトから話を聞いて作成すること）テーマの詳細は授業当日説明する。 

①あなたが社会福祉サービス組織の経営者だとしたら、人材確保・人材定着のために何をすべきだと考えま

すか、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

②あなたはある介護福祉施設（特養）の施設長です。当施設で介護福祉士と利用者の間で以下のような出来

事が起こりました（詳細は後日授業で提示）。このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に

出ますか。グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

③あなたはある介護福祉施設（特養）に着任したばかりの施設長です。あなたは当施設の経営管理について

改革が必要だと感じていました。そんな中、以下のような出来事が起きました（詳細は後日授業で提示）。

このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に出ますか。グループディスカッションで考えた

ことを踏まえてレポートしなさい。 

④あなたはある販売会社に就職し５年が経過し、ある地域の営業主任（部下５人）を任されました。ビジネ

スを発展させるために行うべき営業活動について、グループディスカッションで考えたことを踏まえて

レポートしなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医

療企画、2014。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『福祉サービスの組織と経営（第５版）』中央法規。 

野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 

 (社)日本介護福祉経営人材教育協会監修、馬場博編『はじめて学ぶ介護福祉のマネジメント』日本医療企

画、2015（介護福祉経営士入門研修テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ケーススタディーやグループディスカッションにおいて、積極的に発言し、議論に参加していたか 

２．４つのレポート課題につき、それぞれのテーマに対して、経営課題の解決策を具体的に考えることがで

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してください。班別
にリーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなってもらいます。なお授業中にスマホ、

私語、居眠りの多い学生は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による監督下におきます。 

２．本講義は、春期の「福祉と経営１」を学習していることを前提としてディスカッション形式によるグ

ループワークを頻繁に行っていきます。基礎知識がない状況でディスカッションをしても表面的な議論

しかできませんので、「福祉と経営１」での学習内容をよく復習しておいて下さい。 

３．グループディスカッションに当たっては、他人の意見を否定するのではなく肯定的にとらえ、建設的
な議論を全員で作り上げていくようにしてください。 

４．将来福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、
という意気込みで講義や演習に臨んでください。 

５．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、

自分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニング
の場と考えてください。 

６．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問して下さい。 

13．オフィスアワー 別途、通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 福祉と経営１の総復習 
事前学習 福祉と経営１で学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営１で学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

事前学習 
テキスト p.11 のコラム 1、p.12 のコラム 2、p.15 のコラム 4 及び

をよく読む。 

事後学習 
少子高齢化が進展する日本の将来を考える。また、自国の将来につ

いても考える。 

  



 

 

第３回 高齢者の住まい 

事前学習 
テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39のコラム 9、p.41のコラム

10、p.43のコラム 11、p.44のコラム 12）をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第４回 事例研究：ガバナンス 

事前学習 テキスト p.55のコラム 14をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第５回 
福祉事業者が行うことができる介

護保険外サービス 

事前学習 
テキスト pp.56～67（特にテキスト pp.62～63のコラム 16）をよく

読む。 

事後学習 福祉業界が行うことができるビジネス領域を整理する。 

第６回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 テキスト p.68のコラム 17をよく読む。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社会福祉ビジネスの進展の

可能性を考える。 

第７回 
事例 人材定着率の向上を目指し 

て（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえて、考えたことをレポー

トとして提出する。 

第８回 
外国人看護師・介護福祉士の受け

入れ 

事前学習 テキスト p.73のコラム 18をよく読む。 

事後学習 
日本で就職するために必要な労働ビザの取得できる職種を理解し、

福祉業界への就職の可能性を考える。 

第９回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 テキスト pp.86～92をよく読む。 

事後学習 
授業で作成したテキスト p.89 の演習シートを振り返り、自己が成

長する際のヒントとする。 

第１０回 
事例 リーダーシップを高めるた

めに（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.86～92および前回配布した資料をよく読む。 

事後学習 
ディスカッションの中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えを

まとめてみる。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第１２回 
事例 リーダーシップを高めるた

めに（グループディスカッション） 

事前学習 第９～１１回に配布した資料をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえて、考えたことをレポー

トとして提出する。 

第１３回 
コスト削減に関するケーススタデ

ィー 

事前学習 テキスト pp.109～116をよく読む。 

事後学習 

テキスト pp.109～116を復習し、授業で行ったケーススタディーの

意味を理解する。 

授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考えをまとめてみ

る。 

第１４回 

事例 全職員で組織的に行ったオ

ープン前の営業活動（グループデ

ィスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえて、考えたことをレポー

トとして提出する。 

第１５回 最終まとめ 

事前学習 ここまで未消化であった事項を整理する。 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営の関係について自分の考

えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 
テキストの内容を基にして、ケーススタディーについて受講生によ
るディスカッションを行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
福祉と経営Ⅰを受講していることを前提として授業を行う 

７．講義概要 

春期の「福祉と経営１」ではテキストに基づいて基礎知識を学んだ。本講義では、この基礎知識を前提と
して、福祉(介護)業界における経営課題をいかにして解決するかについて、ケーススタディーを中心にグル
ープディスカッションを通じて全員で考えていく。グループディスカッションを踏まえて考えたことについ
ては必ず次週までにレポートとして提出すること。 
 

８．学習目標 
・福祉(介護)業界における経営課題の解決策を具体的に考えることができるようになる。 
・自分の考えを自分の言葉で発表し、他人が理解できるように伝えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは課さないが、グループディスカッションを行う 4 つのテーマについてディスカッションの

次週までにレポートを提出すること（書式自由・字数自由）（ディスカッションを欠席した場合は、クラス

メイトから話を聞いて作成すること）テーマの詳細は授業当日説明する。 

①あなたが社会福祉サービス組織の経営者だとしたら、人材確保・人材定着のために何をすべきだと考えま

すか、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

②あなたはある介護福祉施設（特養）の施設長です。当施設で介護福祉士と利用者の間で以下のような出来

事が起こりました（詳細は後日授業で提示）。このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に

出ますか。グループディスカッションで考えたことを踏まえてレポートしなさい。 

③あなたはある介護福祉施設（特養）に着任したばかりの施設長です。あなたは当施設の経営管理について

改革が必要だと感じていました。そんな中、以下のような出来事が起きました（詳細は後日授業で提示）。

このような場合、あなたは施設長としてどのような行動に出ますか。グループディスカッションで考えた

ことを踏まえてレポートしなさい。 

④あなたはある販売会社に就職し５年が経過し、ある地域の営業主任（部下５人）を任されました。ビジネ

スを発展させるために行うべき営業活動について、グループディスカッションで考えたことを踏まえてレ

ポートしなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療

企画 2014 年。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『福祉サービスの組織と経営（第５版）』中央法規。 

野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 

 (社)日本介護福祉経営人材教育協会監修、馬場博編『はじめて学ぶ介護福祉のマネジメント』日本医療企画

2015 年（介護福祉経営士入門研修テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ケーススタディーやグループディスカッションにおいて、積極的に発言し、議論に参加していたか 

２．４つのレポート課題につき、それぞれのテーマに対して、経営課題の解決策を具体的に考えることがで

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してください。班別に

リーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなってもらいます。なお授業中にスマホ、私語、
居眠りの多い学生は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による監督下におきます。 

２．本講義は、春期の「福祉と経営１」を学習していることを前提としてディスカッション形式によるグル

ープワークを頻繁に行っていきます。基礎知識がない状況でディスカッションをしても表面的な議論しか

できませんので、「福祉と経営１」での学習内容をよく復習しておいて下さい。 

３．グループディスカッションに当たっては、他人の意見を否定するのではなく肯定的にとらえ、建設的な

議論を全員で作り上げていくようにしてください。 
４．将来福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、と
いう意気込みで講義や演習に臨んでください。 

５．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、自
分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニングの
場と考えてください。 

６．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問して下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 福祉と経営１の総復習 
事前学習 福祉と経営１で学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営１で学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

事前学習 
テキスト p.11のコラム 1、p.12のコラム 2、

p.15のコラム 4及びをよく読む。 

事後学習 
少子高齢化が進展する日本の将来を考え

る。また、自国の将来についても考える。 

  



 

 

第３回 高齢者の住まい 

事前学習 

テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39 の

コラム 9、p.41のコラム 10、p.43のコラム

11、p.44のコラム 12）をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第４回 事例研究：ガバナンス 

事前学習 テキスト p.55のコラム 14をよく読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第５回 福祉事業者が行うことができる介護保険外サービス 

事前学習 
テキスト pp.56～67（特にテキスト pp.62～

63のコラム 16）をよく読む。 

事後学習 
福祉業界が行うことができるビジネス領域

を整理する。 

第６回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 テキスト p.68のコラム 17をよく読む。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社

会福祉ビジネスの進展の可能性を考える。 

第７回 
事例 人材定着率の向上を目指し て（グループディス

カッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第８回 外国人看護師・介護福祉士の受け入れ 

事前学習 テキスト p.73のコラム 18をよく読む。 

事後学習 

日本で就職するために必要な労働ビザの取

得できる職種を理解し、福祉業界への就職

の可能性を考える。 

第９回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 テキスト pp.86～92をよく読む。 

事後学習 

授業で作成したテキスト p.89の演習シート

を振り返り、自己が成長する際のヒントと

する。 

第１０回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 
テキスト pp.86～92 および前回配布した資

料をよく読む。 

事後学習 
ディスカッションの中で出た議論や疑問点

を整理し、自分の考えをまとめてみる。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１２回 
事例 リーダーシップを高めるために（グループディス

カッション） 

事前学習 第９～１１回に配布した資料をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１３回 コスト削減に関するケーススタディー 

事前学習 テキスト pp.109～116をよく読む。 

事後学習 

テキスト pp.109～116 を復習し、授業で行

ったケーススタディーの意味を理解する。 

授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自

分の考えをまとめてみる。 

第１４回 
事例 全職員で組織的に行ったオープン前の営業活動

（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132をよく読む。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１５回 
最終まとめ 

 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 

 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営

の関係について自分の考えをまとめる。  

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3251 

２．授業担当教員 太田 節子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅰ（保育所）の意義･目的・内容・方法を理解する。児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保

育士の役割を理解する。さらに実習課題の明確化、実習記録の意義・方法の理解、実習施設の理解を図る。

指導計画を立案し、実践に必要な準備を行う。実習後には、実習総括・評価を行い、新たな学習目標・課

題を明確化する。 

８．学習目標 

「保育実習指導Ⅰ（保育所）」が終了した時点で、下記目標の達成が期待される。 
１．児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育士の役割を明確にする。 

２．実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができる。 

３．指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につける。 

４．演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することができる。 

５．保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、

実習に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得する。  

６．保育士としての職業倫理と子どもの最善の利益の具体化について学び、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 

実習への準備をする科目であるので、自己をふりかえり自己課題をみつけ（部分実習指導案、教材研究、

記録の書き方など）課題として提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
岡本幹彦他編『福祉施設実習ハンドブック』（株）みらい、2013。 
関口はつ江編『学びをいかす 保育実習ハンドブック（実習の手引き）』大学図書出版、2018。 

関口はつ江監修『Q&Aで学ぶ保育・教育実習』サンウェイ出版、2019。 
【参考書】 
東京福祉大学社会学部発刊『保育実習の手引き』 （授業中に配布予定） 

厚生労働省『保育所保育指針』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができるか。  

2.指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につけるか。 

○評定の方法 

 個別の授業態度、グループ活動への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1.授業態度 ５０％ 

2.各提出物 ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育実習は、これまで履修した科目の学習を前提として行われます。今までの学習全てを現場でフル活用

していく心構えで授業に臨んで下さい。実際に子どもの目の前に立つ皆さんは、子どもにとって一人の大

人のモデルとなります。保育者は全人格を問われる職業であることを自覚して、実習事前・事後それぞれ

に自己課題を明確にもち、実践力を身につけて下さい。さらに実習終了後は、現場での学習を保育理論と

統合し、今後履修する科目の学習の糧にしていってほしいと思います。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲそれぞれの目的と授業概要、実習

の流れを理解する。施設実習の基礎知識を学習する。 

事前学習 
教科書「保育実習ハンドブック」第 1章を熟

読してくること。 

事後学習 施設実習の実習目標を復習する。 

第２回 

保育所・施設実習におけるマナーとルールについて理

解し、実習に向けての基本姿勢の形成を図る。外部講

師によるレクチャーを受ける。 

事前学習 

『保育実習の手引き』の「実習に関する基本

的ルール」及び「留意事項」の箇所を読み、

理解する。 

事後学習 
基本姿勢を生活の中でも意識し実践する。外

部講師による講義内容をまとめる 

第３回 

保育実習の基礎知識を学び、施設・保育所の一日の流
れを把握する。 

乳幼児の発達の特徴と年齢別による保育の留意点を

理解する。 

事前学習 
『保育所保育指針』の第１章を読み、理解す

る。 

事後学習 
乳幼児の年齢に即した保育の重要性を復習

する。 

第４回 
保育所・施設実習における記録の意義を理解し、実習

記録の望ましい記述方法を身につける。 

事前学習 実習記録に目を通しておく。 

事後学習 
日常のなかで誤字・脱字のない文章を書くこ

とを意識する。 

第５回 

保育所実習における記録の意義を理解し、特に「実習

生の気づき・考察」の箇所の記述を保育現場の姿から

学ぶ。 

事前学習 「考察」の意味を調べておく。 

事後学習 
授業で視聴した現場のＶＴＲの記憶から、気

づき、考察の加筆をする。 



 

 

第６回 

施設実習における記録の意義を理解し、特に「実習生

の気づき・考察」の箇所の記述を施設現場の姿から学

ぶ。 

事前学習 
施設実習の種類を確認し、それぞれの施設の

役割・機能を調べておく。 

事後学習 
授業で視聴した現場のＶＴＲの記憶から、気

づき、考察の加筆をする。 

第７回 
部分・責任実習について理解し、指導計画の理解と立

案方法を習得する。 

事前学習 実習日誌から指導案の形式を確認しておく。 

事後学習 
保育の全体計画と指導計画の関係を復習す

る。 

第８回 
グルーワークを通して、模擬保育のための部分実習指

導案を作成する。 

事前学習 
模擬保育のための指導案の書き方を学んで

おく。 

事後学習 指導案に基づき、模擬保育の練習をする。 

第９回 
保育演習（１） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 
模擬保育のための指導案の書き方を学んで

おく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１０回 
保育演習（２） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 
模擬保育のための指導案の書き方を学んで

おく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１１回 
保育演習（３） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 
模擬保育のための指導案の書き方を学んで

おく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１２回 
保育演習（４） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 
模擬保育のための指導案の書き方を学んで

おく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１３回 

保育所実習オリエンテーションについての注意事項

を確認し、オリエンテーション～実習終了日までに行

う学習内容の総括、事務的事項を確認する。 

事前学習 
「保育実習の手引き」のオリエンテーション

の箇所を読んでおく。 

事後学習 オリエンテーションに向けての準備をする。 

第１４回 実習直前に向けて、今までの学習を振り返る。 
事前学習 

実習に向けて事務的事項の最終チェックを

しておく。 

事後学習 保育実習指導Ⅰで学んだ内容を確認する。 

第１５回 
実習の意義を再確認し、学習意欲を高める。（実習事

後指導、施設実習事前指導は補講にて行う。） 

事前学習 
「保育実習の手引き」のすべての事項を読み

直しておく。 

事後学習 
自身の実習課題を確認し、実習へのモチベー

ションを高める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3251 

２．授業担当教員 石見 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅰ（保育所）の意義･目的・内容・方法を理解する。児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育

士の役割を理解する。さらに実習課題の明確化、実習記録の意義・方法の理解、実習施設の理解を図る。指

導計画を立案し、実践に必要な準備を行う。実習後には、実習総括・評価を行い、新たな学習目標・課題を

明確化する。 

８．学習目標 

「保育実習指導Ⅰ（保育所）」が終了した時点で、下記目標の達成が期待される。 
１．児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育士の役割を明確にする。 

２．実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができる。 

３．指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につける。 

４．演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することができる。 

５．保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、

実習に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得する。  

６．保育士としての職業倫理と子どもの最善の利益の具体化について学び、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 

実習への準備をする科目であるので、自己をふりかえり自己課題をみつけ（部分実習指導案、教材研究、記

録の書き方など）課題として提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
岡本幹彦他編『福祉施設実習ハンドブック』（株）みらい、2013。 
関口はつ江編『保育実習ハンドブック（実習の手引き）』大学図書出版、2018。 

厚生労働省『保育所保育指針』フレーベル館 
【参考書】 
東京福祉大学社会学部発刊『保育実習の手引き』 （授業中に配布予定） 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館 
原田留美著『保育学生のための実践国語表現』おうふう 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができるか。  

2.指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につけるか。 

○評定の方法 

 個別の授業態度、グループ活動への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1.授業態度 ５０％ 

2.各提出物 ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育実習は、これまで履修した科目の学習を前提として行われます。今までの学習全てを現場でフル活用し

ていく心構えで授業に臨んで下さい。実際に子どもの目の前に立つ皆さんは、子どもにとって一人の大人の

モデルとなります。保育者は全人格を問われる職業であることを自覚して、実習事前・事後それぞれに自己

課題を明確にもち、実践力を身につけて下さい。さらに実習終了後は、現場での学習を保育理論と統合し、

今後履修する科目の学習の糧にしていってほしいと思います。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲそれぞれの目的と授業概要、実習

の流れを理解する。施設実習の基礎知識を学習する。 

事前学習 
教科書「保育実習ハンドブック」第 1章を熟読し

てくること。 

事後学習 施設実習の実習目標を復習する。 

第２回 
保育所・施設実習におけるマナーとルールについて理

解し、実習に向けての基本姿勢の形成を図る。 

事前学習 
『保育実習の手引き』の「実習に関する基本的ル

ール」及び「留意事項」の箇所を読み、理解する。 

事後学習 基本姿勢を生活の中でも意識し実践する 

第３回 

保育実習の基礎知識を学び、施設・保育所の一日の流
れを把握する。 

乳幼児の発達の特徴と年齢別による保育の留意点を理

解する。 

事前学習 『保育所保育指針』の第１章を読み、理解する。 

事後学習 乳幼児の年齢に即した保育の重要性を復習する。 

第４回 
保育所・施設実習における記録の意義を理解し、実習

記録の望ましい記述方法を身につける。 

事前学習 実習記録に目を通しておく。 

事後学習 
日常のなかで誤字・脱字のない文章を書くことを

意識する。 

第５回 

保育所実習における記録の意義を理解し、特に「実習

生の気づき・考察」の箇所の記述を保育現場の姿から

学ぶ。 

事前学習 「考察」の意味を調べておく。 

事後学習 
授業で視聴した現場のＶＴＲの記憶から、気づ

き、考察の加筆をする。 

第６回 

施設実習における記録の意義を理解し、特に「実習生

の気づき・考察」の箇所の記述を施設現場の姿から学

ぶ。 

事前学習 
施設実習の種類を確認し、それぞれの施設の役

割・機能を調べておく。 

事後学習 ピアチェックをもとに考察の加筆をする。 

第７回 
部分・責任実習について理解し、指導計画の理解と立

案方法を習得する。（導入―展開―まとめ） 

事前学習 実習日誌から指導案の形式を確認しておく。 

事後学習 保育の全体計画と指導計画の関係を復習する。 



 

 

第８回 
部分・責任実習について理解し、指導計画の理解と立

案方法を習得する。（静と動） 

事前学習 模擬保育のための指導案の書き方を学んでおく。 

事後学習 指導案に基づき、模擬保育の練習をする。 

第９回 
保育演習（１） 自身の計画する部分実習についての

指導案作成をする。 

事前学習 模擬保育のための指導案の書き方を学んでおく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１０回 
保育演習（２） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 模擬保育のための指導案の書き方を学んでおく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１１回 
保育演習（３） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 模擬保育のための指導案の書き方を学んでおく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１２回 
保育演習（４） 指導案作成に基づき模擬保育を実践

し、省察を行い、望ましい援助とは何かを理解する。 

事前学習 模擬保育のための指導案の書き方を学んでおく。 

事後学習 模擬保育実践の省察を行う。 

第１３回 

保育所実習オリエンテーションについての注意事項を

確認し、オリエンテーション～実習終了日までに行う

学習内容の総括、事務的事項を確認する。 

事前学習 
「保育実習の手引き」のオリエンテーションの箇

所を読んでおく。 

事後学習 オリエンテーションに向けての準備をする。 

第１４回 実習直前に向けて、今までの学習を振り返る。 
事前学習 

実習に向けて事務的事項の最終チェックをして

おく。 

事後学習 保育実習指導Ⅰで学んだ内容を確認する。 

第１５回 
実習の意義を再確認し、学習意欲を高める。（実習事後

指導、施設実習事前指導は補講にて行う。） 

事前学習 
「保育実習の手引き」のすべての事項を読み直し

ておく。 

事後学習 
自身の実習課題を確認し、実習へのモチベーショ

ンを高める。 

期末試験 

 



１．科目名（単位

数） 
保育実践演習 （2単位） 

３．科目番号 

SSOT4497  

SCOT4497 

SJMP4271 ２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 
演習  

保育児童学科教員全員が分担して、ゼミ形式の授業をおこなう。 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育児童専門演習とつなげて、通年で修得すること 

７．講義概要 

保育児童専門演習に引き続き、保育の専門性を深めるため、グループまたは個人のテーマ、学習目的によ

って指導教員のもとで主体的に学習する。 

保育にかかわる理論的研究、実践的研究、実技研修等を、共同活動または、個人活動として行う。実技分

野においては、実践における得意分野を作る一助とする。方法は、①特定の研究テーマのもとでの調査、継

続観察、保育実践を行い研究結果をまとめる、②保育所・幼稚園・福祉施設などへの参加、保育補助活動を

通して、実践力を高める、③新しい保育実践法（音楽、造形、体育、児童文化等）の開拓、研究を行うなどが

想定される。最後に研究報告書、実践報告書の作成並びに発表会を行う。 

８．学習目標 

１ ４年制大学卒業生に求められる専門分野における、自己学習力、研究能力を身につける。 

２ 自分の得意分野、または不得意分野に対して自主的に研鑽を積み、保育者としての専門的能力を高める。 

３ 各指導教員のもとで、小人数による討論、共同作業、共同学習、役割行動等によって、人間関係を深め

たり、自己表現をするとともに、実践現場への適応力を養う。 

４ 保育関連の今日的課題、新しい情報への関心を高め、研究資料の検索や文献による研究になじむ。 

５ 個性を十分に発揮し、創造性を養う。 

６ 保育現場において十分活躍できるよう、社会人、専門的職業人としての自覚を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

グループによって活動目的、経過が異なるので、担当教員に任される。 

調査研究結果報告、実践報告、実技習得成果発表等、多様な形式による課題やレポートが課せられる。 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】各担当者によって提示されます。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ ４年制大学卒業生に求められる専門分野における、自己学習力、研究能力を身につける。 

２ 自分の得意分野、または不得意分野に対して自主的に研鑽を積み、保育者としての専門的能力を高める。 

３ 各指導教員のもとで、小人数による討論、共同作業、共同学習、役割行動等によって、人間関係を深め

たり、自己表現をするとともに、実践現場への適応力を養う。 

４ 保育関連の今日的課題、新しい情報への関心を高め、研究資料の検索や文献による研究になじむ。 

５ 個性を十分に発揮し、創造性を養う。 

６ 保育現場において十分活躍できるよう、社会人、専門的職業人としての自覚を養う。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～６についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生のゼミナールへの参加意欲・態度について、研究成果、ゼミでの発言・共同の実態等から総合的

に評価する。（50％） 

・各受講生のゼミナール参加による知識理解や思考の深まり、研究法の習熟、表現力・創造性の向上につい

て、ゼミで作成した成果(論文、レポートや実技など)とその発表から総合的に評価する。（50％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

学生生活最後の学期です。存分に自己発揮して、充実した活動をしてください。 

仲間や教員とのコミュニケーションを大事にしましょう。 

13．オフィスアワー 各担当者によって提示されます。 

15．授業展開及び授業内容 

01 幼児体育関連分野 

現場での体育指導の在り方についての調査、観察研究、実践を通しての指導法の学習をする。 

人間が心身共に健康であることについて考察する。 

02 造形、表現関連分野 

造形活動表現をグループで体験しながら保育現場での活用方法を考え、また、子どもを囲むより良い環境の構成についても造形

表現の立場から考える。 

03 音楽、表現分野 

音楽表現活動をグループで体験しながら、子どもの発達、保育現場で活用について考えていく。創作オペレッタ、ペープサート

による音楽劇、創作手遊び、曲集作りなどを行う。 

04 保育理論分野 

保育思想、保育制度、海外の保育等に関する文献研究や、現在の保育理論に基づく多様な保育実践法についてフィールドワーク

をする。 

05 保育実践分野 

保育の「目的」「目標」、「内容」、「方法」、「教材研究」等保育実践に関する具体的学習活動を行う。 

06 児童福祉分野 

児童福祉関係機関への訪問、現場職員との交流、社会地域調査等を通して、福祉の実態に関する学習をする。 

07 保育心理分野 

幼児、児童を中心とした人間の発達理解と発達に即した保育実践法や保育のあり方等、現場体験を加えて発達と保育の理解を深

める。 



08 障害児保育、特別支援分野 

障害のある子どもや「気になる子ども」。統合保育のみならず、病院内保育、施設内保育など障害児療育のさまざまな形態に触

れながら、実践的なスキルを学習する。 

09 小児保健分野 

小児保健、小児保健実習で学んだことの総復習、子どもたちの健康を守り、健全な発育を促す対策（感染症、事故防止、救急看

護、咀嚼力向上、歯科保健など）として、保育所、幼稚園、地方自治体などの取り組み等文献研究や実態調査を行う。 

10 保育にかかわる関連分野 

幼小連携、学童保育、子育て支援、保育者養成などの諸問題に関する文献研究及び現場での体験的学習。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 保育者論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT1401 

SCOT1401 

SJMP1106 ２．授業担当教員 西脇 二葉 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

現代の経済社会・生活環境の著しい変化の中で育つ子ども達の問題を見据えて、乳幼児を保育する専門家と

しての役割の重要性に気づき、保育者の資質を身に付けられるようにする。家庭保育や集団保育の実践と関
連して学び、どちらにおいても、子どもの気持ちを受容し、子どもと共に絶えず先の方向を洞察してふるま
える自分を育てることが必要になる。現代の子どもの育ちの危機を理解し、保育者の専門性について、子ど

も個々のかかわりから、保護者支援、専門職間・専門機関との連携など、様々な人間関係における協働を理
解する。 

８．学習目標 

１．保育者の役割と倫理について理解する。 

２．保育者の制度的な位置づけを理解する。 
３．保育者の専門性について考察し、理解する。 
４．保育者の協働について理解する。 

５．保育者の専門的成長について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業の学習状況に応じ小課題を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】久保つぎこ『あの日のオルガンー疎開保育園物語』朝日新聞出版。 

【参考書】『幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領』ひかりのくに。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1.保育者の役割と倫理について理解しているか。 
2.保育者の制度的な位置づけを理解しているか。 

3.保育者の専門性について考察し、理解しているか。 
○評定の方法 
授業への積極的参加態度、小課題への取り組み、レポート、小試験を適宜課し、それらを総合して評価する。 

1 授業への積極的参加  総合点の 30％ 
2 各提出物        総合点の 30％ 
3 小試験        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもをよく観察することにより、子どもは周囲の人とのかかわりのなかで育つことを感じ取る力を身に

つけて下さい。将来の保育者としての自分の姿を想像して、理想に向かって努力して下さい。 

１．授業のル－ルを守る（欠席、遅刻、早退は届け出ること）。 

２．私語は慎み、携帯電話の作動は厳禁とする。 

３．レポ－ト等の提出日時は厳守する。間に合わない場合は、必ず本人が申し出ること（原則として書面

にて）。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、保育者の資質とは 

事前学習 
自分の幼児期の体験を資料として保育者の資質について
考えておく 

事後学習 
保育者の資質について体験からの自覚と理論との関連を

考える 

第２回 
専門職とは何か、保育専門職の特質と他の
専門職との違い 

事前学習 専門職の定義を調べ、専門性について考える 

事後学習 乳幼児の教育・保育の専門家の特性を理解する 

第３回 保育者の在り方（保育者の心構え） 
事前学習 保育者としての心構えについてポイントをまとめておく 

事後学習 保育者の在り方を確認する 

第４回 現代における保育者の使命と役割 
事前学習 

現代の子どもの生活から特に必要な役割を参考書から調
べる 

事後学習 保育者役割の具体事例として理解する 

第５回 
保育専門職（幼稚園教諭、保育所保育士、
認定こども園保育教諭）の服務と身分保障 

事前学習 免許、資格要件を調べる 

事後学習 職務の意味を確認する 

第６回 
保育の制度（学校教育法、幼稚園教育要領、
幼稚園設置基準） 

事前学習 関連法律の予習 

事後学習 現在の学校制度の確認 

第７回 
保育の制度（児童福祉法、保育所保育指針、
認定こども園法、他） 

事前学習 関連法律の予習 

事後学習 現在の福祉関連制度の確認 

第８回 保育実践法（子どもへのかかわり） 
事前学習 事前配布資料から保育の実践事例について考えておく 

事後学習 実践事例の再検討、振り返り課題 

第９回 保育実践法（環境の考え方） 
事前学習 事前配布資料から保育の実践事例について考えておく 

事後学習 実践事例の振り返り、振り返り課題 

第１０回 保育実践法（保護者支援） 
事前学習 事前配布資料から保育の実践事例について考えておく 

事後学習 実践事例の振り返り、振り返り課題 

第１１回 保育の歴史と代表的な人物 世界 
事前学習 参考書から世界の保育の歴史の復習をする 

事後学習 代表人物の思想と実践、現代への影響理解の確認 

第１２回 保育の歴史と代表的な人物 日本 
事前学習 参考書から我が国の保育の歴史の復習をする 

事後学習 代表的人物の思想と実践、現在への影響の確認 



 

 

第１３回 
施設内職員の協力連携の方法、および他機
関の専門職との連携の重要性 

事前学習 園の組織や役割について予習をする 

事後学習 専門職間の連携の仕方についてまとめる 

第１４回 現代社会の生活と専門性の向上 
事前学習 資料から専門性の向上の予習 

事後学習 専門性向上のための方策のレポートを提出する 

第１５回 
自分の資質と教育・保育におけるチーム学
校運営としての専門職者としての専門性習
得課題 

事前学習 
保育者の専門性、チームとしての保育職についてまとめ
る。 

事後学習 今後の学習課題のまとめを提出する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（健康） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2412 

SCOT2412 

SJMP1131 

SJMP2131 
２．授業担当教員 清水 信好 

４．授業形態 
配布資料による質疑応答形式およびグループディスカッションを

主とした授業を行う。 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育内容を構成する領域「健康」について理解し、乳幼児の健康な心身の発達に及ぼす保育の可能性につい

て学ぶ。健康な生活および健康への関心について幼児に理解させる保育活動になるための支援の仕方、安全

教育や積極的な身体活動への援助について理解する。保育の全体構造における保育内容「健康」に関して総

合的に指導や援助が行えるよう、具体的な実践例を通して健康の内容やその他領域を総合的な展開の仕方に

ついて修得する。 

８．学習目標 

1. 幼児期の発育・発達を理解し、認識や思考を学び、自ら考え、問題解決できる力を身につける指導を、
保育活動で実践できるようにする。 

2. 幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育･保育要領における健康領域の「ねらい」「内容」につ
いて理解、習得して実践的な保育活動ができるようにする。  

3.  指導案の構成を理解出来、具体的な保育を想定した指導案を作成する。 

4.  自ら作成した指導案の基、模擬保育を行い、保育を改善する視点を身につける。   

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「幼児の生活実態を把握しそのうえで運動遊びをどのように定着させていったらよいのか」「発育発達と伸

ばしたい能力」などの指定する設題に対しレポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新保育ライブラリ『保育内容 健康』「新版」北大路書房。 

【参考書】 

『平成 29 年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領＜原本＞』チャ

イルド社。 

文部科学省『幼稚園教育要領』フレーベル館 

文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領』フレーベル館 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. スモールテストや課題レポートを通じて乳幼児の健康や発達について理解出来たかを評価基準とする。 

2. 外あそびの重要性をテーマに指導案を作成し、積極的なディスカッションを行い発表できたか。 

3. レポートならびに期末試験に於いて、自分の意志や考え方を論理的に記述できたか。 

○評定の方法 

1. 課題レポート 30％ 

2. テーマ発表  20％ 

3. スモールテスト（毎時間）20％ 

4. 期末試験   30％       計 100％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1．自ら保育者、教諭になったとしての前提で授業に臨んでください。 

 2．講義だけでなくグループワークを行います。ディスカッションに真剣に臨んでください。 

 3．欠席、遅刻はしないこと。成績評価に大きく反映させます。 

 4．居眠り、私語、明らかに授業に臨む不適切な態度は厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
（領域健康のめざすもの及びねらいと内容の解説） 

事前学習 
領域健康の学習ノートを準備し講義に臨むこと 
領域健康のねらいと内容を確認する。 

事後学習 領域健康のねらいと内容をまとめる。 

第２回 

幼児の健康（健康の定義、健康状態の把握）など
WHO の健康の定義を踏まえた上で領域「健康」の
ねらいや捉え方を考察する 

事前学習 
「幼児にとって健康とは何か」についてまとめ
る。 

事後学習 幼児の健康と健康の状態を復習する。 

第３回 
幼児の発達理解（乳幼児の形態面の発達）と生理機
能の発達 

事前学習 
教科書から発育発達、生理機能についてまとめ
る。 

事後学習 
形態面の発育、生理機能の発達についてまとめ

る。 

第４回 
運動機能の発達（運動の発達、運動能力の発達）と
幼児の体格・運動能力の測定法 

事前学習 
資料から乳幼児の運動面の発達についてまとめ
る。 

事後学習 
幼児の体格・運動能力の測定方法について実践

してみる。 

第５回 

幼児の遊びの発達と健康について（遊びの意義と遊
びの発達過程が人間関係や社会性の発達との関連
性が学童期に影響することを学ぶ） 

事前学習 
幼児の遊びの重要性を活動の総合性と自発性と
の関連でまとめる。自分の遊び体験を含める。 

事後学習 
乳幼児にとっての遊びの重要性についての考え

方をまとめる。 

第６回 

幼児の遊びの発達と健康（発達過程における幼児の
遊びの意味と変化がこれからの子どもの成長に与
える影響について） 

事前学習 伝承遊びの種類を調べる。 

事後学習 
様々な運動遊びの方法とそこに含まれる多様な

ねらいをまとめる。 



 

 

第７回 
幼児の体格・運動能力の現状と課題（新生児から幼
児の体格の把握と体力・運動能力の低下についての
問題を課題として教材になる文献を研究する） 

事前学習 幼児の体格や運動能力について調べ把握する。 

事後学習 
幼児の体力の低下、運動能力の低下についての

原因と要因をまとめる。 

第８回 

幼児の生活スタイルの現状と問題点（運動習慣、睡
眠、排泄、衣服の着脱、清潔、食育）1 日の園の生
活を踏まえて基本的生活習慣を身につけさせるた
めの学習指導案を作成し発表する 

事前学習 基本的生活習慣の問題点を調べる。 

事後学習 
問題点について、どのような方法で改善できる

かまとめる。 

第９回 
幼児の体格・運動能力測定法と評価（幼児期運動指
針の資料をもとに身体活動と運動の意義について
考察する 

事前学習 測定法について調べる。 

事後学習 乳幼児の測定の意義をまとめる。 

第１０回 

幼児の安全管理と安全教育（必要性、事故・障害の
発生状況）幼児の事故の原因と特徴 
最近起こりえた事故や事件のニュースを教材とし
て研究する 

事前学習 安全管理と安全教育を調べる。 

事後学習 
幼児が事故に遭わないようにするためには保育

者のどのような配慮が必要かまとめる。 

第１１回 
幼児がかかりやすい病気や感染症について資料や
文献からまとめ、現場での予防、対処、処置を考察
する 

事前学習 幼児のかかりやすい病気を調べる。 

事後学習 
感染経路、予防、罹患したときの対処法をまと

める。 

第１２回 
園の生活で頻度が高いケガの知識を習得し、現場で
必要な応急処置法を映像や実践で学ぶ 

事前学習 ケガの応急処置法を調べる。 

事後学習 応急処置法で重要な点をまとめる。 

第１３回 
緊急事態の対応や、重篤な応急処置として心肺蘇生
法などについて完全に理解する 
大人と幼児のやり方の違いを把握する 

事前学習 心肺蘇生法について調べる。 

事後学習 心肺蘇生法のやり方をまとめる。 

第１４回 

模擬保育① 
3・4歳児の運動遊びの指導法の指導案を作成し模擬
保育を行う 
また、現場において情報機器や教材の効果的な活用
について考察する 

事前学習 3・4歳児の運動発達を理解して指導案を作成。 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる。 

第１５回 

模擬保育② 
5 歳児の運動遊び指導法の指導案を作成し模擬保育
を行う 
また、現場において情報機器や教材の効果的な活用
について考察する 

事前学習 5 歳児の運動発達を理解して指導案を作成。 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（健康） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1131 

２．授業担当教員 中村 裕 

４．授業形態 
配布資料による質疑応答形式およびグループディスカッショ

ンを主とした授業を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「子どもの保健」との関連性がもて、理解が深まる。 

７．講義概要 

保育内容を構成する領域「健康」について理解し、乳幼児の健康な心身の発達に及ぼす保育の可能性につい

て学ぶ。健康な生活および健康への関心について幼児に理解させる保育活動になるための支援の仕方、安全

教育や積極的な身体活動への援助について理解する。保育の全体構造における保育内容「健康」に関して総

合的に指導や援助が行えるよう、具体的な実践例を通して健康の内容やその他領域を総合的な展開の仕方に

ついて修得する。 

８．学習目標 

1. 幼児期の発育・発達を理解し、認識や思考を学び、自ら考え、問題解決できる力を身につける指導を、

保育活動で実践できるようにする。 
2. 幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育･保育要領における健康領域の「ねらい」「内容」につ

いて理解、習得して実践的な保育活動ができるようにする。  

3.  指導案の構成を理解出来、具体的な保育を想定した指導案を作成する。 
4.  自ら作成した指導案の基、模擬保育を行い、保育を改善する視点を身につける。   

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

子どもの健康に関する資料（各テーマ：発達、外遊び、健康増進、安全指導等）を配布し、保育者としての

立場から自分の考えについて述べる（発表およびレポート） 

発表後、またはレポート提出後、「課題」とし、グループごとにディスカッションをする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
新保育ライブラリ『保育内容 健康』「新版」北大路書房 

【参考書】 
『平成 29 年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領＜原本＞』チャ
イルド社 

文部科学省『幼稚園教育要領』フレーベル館 
文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領』フレーベル館 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1. スモールテストや課題レポートを通じて乳幼児の健康や発達について理解出来たかを評価基準とする。 
2. 外あそびの重要性をテーマに指導案を作成し、積極的なディスカッションを行い発表できたか。 

3. レポートならびに期末試験に於いて、自分の意志や考え方を論理的に記述できたか。 
○評定の方法 
1. 課題レポート 30％ 

2. テーマ発表  20％ 
3. スモールテスト（毎時間）20％ 
4. 期末試験   30％       計 100％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

 健康は生活、活動の基本である。幼児期に健康的な生活習慣を身につけることは、将来の幸福な生活に向

けての基礎づくりともいえる。それにはまず、からだに対する興味や関心を持たせ、健康の意義を指導する

ことが大切である。また、乳幼児期は自分のからだを管理することは不可能に近いため、保育者の指導・援

助方法を学ぶことも不可欠である。本講義は子どもが健康な生活を送るために、必要なものは何か。何を身

につけるべきか。を学ぶことはもとより、保育者にとっての健康にも着目し、自らの生活習慣も振り返り、

保育者自身も健康であってほしいと願っている。 

 

 本講義は主にディスカッション形式で進める為、意見や考えを積極的に述べる授業参加を期待する。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
（領域健康のめざすもの及びねらいと内容の解説） 

事前学習 
領域健康の学習ノートを準備し講義に臨むこと 
領域健康のねらいと内容を確認する 

事後学習 領域健康のねらいと内容をまとめる 

第２回 
幼児の健康（健康の定義、健康状態の把握）など WHO
の健康の定義を踏まえた上で領域「健康」のねらい
や捉え方を考察する 

事前学習 「幼児にとって健康とは何か」についてまとめる 

事後学習 幼児の健康と健康の状態を復習する 

第３回 
幼児の発達理解（乳幼児の形態面の発達）と生理機
能の発達 

事前学習 教科書から発育発達、生理機能についてまとめる 

事後学習 形態面の発育、生理機能の発達についてまとめる 

第４回 
運動機能の発達（運動の発達、運動能力の発達）と
幼児の体格・運動能力の測定法 

事前学習 
資料から乳幼児の運動面の発達についてまとめ
る 

事後学習 
幼児の体格・運動能力の測定方法について実践し

てみる 

第５回 
幼児の遊びの発達と健康について（遊びの意義と遊
びの発達過程が人間関係や社会性の発達との関連
性が学童期に影響することを学ぶ） 

事前学習 
幼児の遊びの重要性を活動の総合性と自発性と
の関連でまとめる。自分の遊び体験を含める 

事後学習 
乳幼児にとっての遊びの重要性についての考え

方をまとめる 



 

 

第６回 
幼児の遊びの発達と健康（発達過程における幼児の
遊びの意味と変化がこれからの子どもの成長に与
える影響について） 

事前学習 伝承遊びの種類を調べる 

事後学習 
様々な運動遊びの方法とそこに含まれる多様な

ねらいをまとめる 

第７回 
幼児の体格・運動能力の現状と課題（新生児から幼
児の体格の把握と体力・運動能力の低下についての
問題を課題として教材になる文献を研究する） 

事前学習 幼児の体格や運動能力について調べ把握する 

事後学習 
幼児の体力の低下、運動能力の低下についての原

因と要因をまとめる 

第８回 

幼児の生活スタイルの現状と問題点（運動習慣、睡
眠、排泄、衣服の着脱、清潔、食育）1 日の園の生
活を踏まえて基本的生活習慣を身につけさせるた
めの学習指導案を作成し発表する 

事前学習 基本的生活習慣の問題点を調べる 

事後学習 
問題点について、どのような方法で改善できるか

まとめる 

第９回 
幼児の体格・運動能力測定法と評価（幼児期運動指
針の資料をもとに身体活動と運動の意義について
考察する 

事前学習 測定法について調べる 

事後学習 乳幼児の測定の意義をまとめる 

第１０回 

幼児の安全管理と安全教育（必要性、事故・障害の
発生状況）幼児の事故の原因と特徴 
最近起こりえた事故や事件のニュースを教材とし
て研究する 

事前学習 安全管理と安全教育を調べる 

事後学習 
幼児が事故に遭わないようにするためには保育

者のどのような配慮が必要かま とめる 

第１１回 
幼児がかかりやすい病気や感染症について資料や
文献からまとめ、現場での予防、対処、処置を考察
する 

事前学習 幼児のかかりやすい病気を調べる 

事後学習 
感染経路、予防、罹患したときの対処法をまとめ

る 

第１２回 
園の生活で頻度が高いケガの知識を習得し、現場で
必要な応急処置法を映像や実践で学ぶ 

事前学習 ケガの応急処置法を調べる 

事後学習 応急処置法で重要な点をまとめる 

第１３回 
重篤な応急処置として心肺蘇生法についてダミー
を使用して演習を行う。大人と幼児のやり方の違い
を把握する 

事前学習 心肺蘇生法について調べる 

事後学習 心肺蘇生法のやり方をまとめる 

第１４回 

模擬保育① 
3・4歳児の運動遊びの指導法の指導案を作成し模擬
保育を行う 
また、現場において情報機器や教材の効果的な活用
について考察する 

事前学習 3・4歳児の運動発達を理解して指導案を作成 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

第１５回 

模擬保育② 
5 歳児の運動遊び指導法の指導案を作成し模擬保育
を行う 
また、現場において情報機器や教材の効果的な活用
について考察する 

事前学習 5歳児の運動発達を理解して指導案を作成 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（言葉） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2134 

２．授業担当教員 坂本 真理子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、領域「言葉」の指導の基盤となる、幼児が豊かな言葉や表現を身につけ、想像する楽しさを広

げるために必要な基本的知識を身につける。乳幼児期の言葉の発達と言語環境の理論的理解を通して、乳幼
児期の豊かな心身の育ちを培うための保育者の役割を考察する。また、豊かな想像性と言語表現を促す児童
文化財について、理論と実践を通してその意義と価値を理解し、言葉に対する感覚を豊かにする教材や実践

に関する知識を身に付ける。 

８．学習目標 

1.領域「言葉」の内容と意味を理解する 

2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解する。 

3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の援助を理解する。 

4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、子どもの言葉を育てる保育実践の力を身につける。 

5.言葉をめぐる現代社会の現状と課題を理解し、保育者の役割の理解を深める。 

6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を 

考察し、実践力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

期末レポート課題：授業で学んだことを踏まえ、乳幼児期における言葉発達段階の特徴をあげ、その時期の

保育者の援助･役割についてまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

内藤知美・新井美保子（編著）『コンパス保育内容言葉』、2017 年 建帛社。 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。 

【参考書】 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館。 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館。 

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

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.領域「言葉」の内容と意味を理解し、説明することができる。 

2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解し、説明することができる。 

3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の役割を理解し、説明することができる。 

4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、授業発表等で実践することができた。 

5.人間にとっての言葉の意義や機能を理解し、言葉をめぐる現代社会の現状と課題を踏まえ、保育者の役割
の説明することができる。 

6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を保育
実践にむけて考察、立案することができる。 

○評定の方法 

１．授業態度と学習目標への到達度 

（積極的参加、課題への取り組みと提出、授業後の記述内容により加点） 40％  

２．提出課題 （絵本やわらべうた等の収集と教材ノートの作成）30％ 

３．期末試験 （言語発達や保育者の役割に関する筆記試験）または期末課題  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもは大人との関係を基盤にして言葉の世界を広げていく。乳幼児期に言葉の美しさや楽しさに気づき、

言葉に対する感覚を豊かに育んでいくためには、保育者自身が言葉への豊かな感覚をもっていることが望ま

れる。授業では、実際の事例や映像等を使用し、ディスカッションを行いながら、子どもの姿を通して言葉

の面白さや役割について考え、言葉に対する感覚や想像力を育むための具体的な援助や指導について考えて

いく。予習、復習、質疑を含め、授業内での積極的な発言、グループワークの積極的な協働・参加を期待す

る。授業内でのリフレクションシートでは、気づきや疑問等を自身の言葉でまとめるよう努め、相手にわか

る文章を心がけること。レポート及び提出物の提出日は厳守すること。 

13．オフィスアワー 別途、通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 人間にとっての言葉の意義と機能 

事前学習 「言葉」からイメージすることを考えておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、人間にとっての言葉の意義に
ついて自身の考えをノートにまとめる。 

第２回 現代社会における言葉をめぐる課題 

事前学習 
現代社会における言葉をめぐる問題や課題につい
て、関心のあることの新聞記事を用意する。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、現代社会における言葉をめぐ
る課題を整理し、幼児教育の役割について自身の考
えをまとめる。 

第３回 領域「言葉」のねらいと内容と基本的理解 

事前学習 
領域「言葉」のねらいと内容を読み、関心のある箇所
を探す。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、指導上の留意点について理解
し、自己課題をノートにまとめる。 



 

 

第４回 子どもの言葉の発達過程①（乳児期） 
事前学習 

誕生から約 1 年間の言語獲得について、実習体験や
身近な子どもの観察等を通して関心のある事象を整
理しておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、乳児期の言葉獲得について、保
育者の役割をまとめる。 

第５回 子どもの言葉の発達過程②（幼児期） 
事前学習 

幼児期の言語獲得について、実習体験や身近な子ど
もの観察等を通して、関心のある事象を整理してお
く。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、幼児期の言葉獲得について、保
育者の役割をまとめる。 

第６回 
コミュニケーションとしての言葉と書き言葉
（文字）との出会い 

事前学習 
保育実践の中で、子ども同士がどのように言葉を使
用していたか、また、子どもが文字に関心をもってい
た事例や環境について、具体的に整理しておく。 

事後学習 

本日の授業を踏まえ、非言語コミュニケーションと
しての言葉及び、文字等への関心と書くことへの興
味について、保育における環境や保育者の援助につ
いて自身の考えをまとめる。 

第７回 
言葉に対する感覚とは何か 
言葉の美しさ、楽しさを感じる（演習） 

事前学習 子どものつぶやきや会話の事例を整理しておく。 

事後学習 
本日の授業を通して、乳幼児の言葉の世界観や想像
性について自身の考えをまとめる。 

第８回 

子どもにとっての児童文化財の歴史と意義（教

材研究）①絵本と紙芝居 

（情報機器及び教材の活用法について学ぶ） 

事前学習 
好きな絵本と紙芝居を用意し、ブックトークの準備
を行う。 

事後学習 
絵本と紙芝居の教材について、ブックリスト（課題）
の作成を行う。 

第９回 

言葉を育て想像する楽しさを広げる「児童文化

財」の実践と教材研究（演習） 

（情報機器及び教材の活用法について学ぶ） 

事前学習 
関心のある児童文化財について、教材研究を行い、指
導案の作成しておく。 

事後学習 
パネルシアター、パペット、ペープサートなどの特徴
を理解し、子どもが言語活動を実施する場合の過程
と計画を立案する。 

第１０回 指導案作成とグループ制作 
事前学習 

グループ毎に児童文化財を決め、指導案を作成し、模
擬保育の準備を行う。 

事後学習 
修正、改善を図り、模擬保育の発表にむけて準備を整
える。 

第１１回 
模擬保育の実施と評価 

保育における評価について考える 

事前学習 模擬保育の発表の準備を整える。 

事後学習 
模擬保育を踏まえ、保育における評価に基づいて振
り返り、気づいたことを整理する。 

第１２回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助

①乳児期 

事前学習 わらべうたについて調べ、発表の準備をする。 

事後学習 
乳児期のことばと援助について、環境構成と援助の
留意点について自身の考えをまとめる。 

第１３回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助

②幼児期 

事前学習 関心のある保育実践の記事を探し、準備する。 

事後学習 
言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助につ
いて、自身の考えをまとめる。 

第１４回 特別な配慮を要する幼児の言葉の支援 
事前学習 言語障害の定義と種類について調べておく。 

事後学習 
保育の場での早期発見と具体的な援助、支援体制に
ついて、自身の考えをまとめる。 

第１５回 保幼小の接続と領域「言葉」 

事前学習 
領域「言葉」のねらいと内容を踏まえ、伝え合う言葉
について自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
幼児教育の独自性を踏まえ、スタートカリキュラム
への接続にあたって求められる保育者の役割につい
て自身の考えをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（言葉） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2415 

SCOT2415 

SJMP2134 ２．授業担当教員 石見 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、領域「言葉」の指導の基盤となる、幼児が豊かな言葉や表現を身につけ、想像する楽しさを広

げるために必要な基本的知識を身につける。乳幼児期の言葉の発達と言語環境の理論的理解を通して、乳幼
児期の豊かな心身の育ちを培うための保育者の役割を考察する。また、豊かな想像性と言語表現を促す児童
文化財について、理論と実践を通してその意義と価値を理解し、言葉に対する感覚を豊かにする教材や実践

に関する知識を身に付ける。 

８．学習目標 

1.領域「言葉」の内容と意味を理解する 

2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解する。 

3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の援助を理解する。 

4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、子どもの言葉を育てる保育実践の力を身につける。 

5.言葉をめぐる現代社会の現状と課題を理解し、保育者の役割の理解を深める。 

6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を 

考察し、実践力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ブックリストの作成及び提出（子どもや保育、養育に関する書をなるべくたくさん読み、ブックリストを完

成させる） 

その他、学生の進み具合に合わせて課題を提示する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

内藤知美・新井美保子（編著）『コンパス保育内容言葉』、2017年 建帛社 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。 

【参考書】 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

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

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.領域「言葉」の内容と意味を理解し、説明することができる。 

2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解し、説明することができる。 

3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の役割を理解し、説明することができる。 

4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、授業発表等で実践することができた。 

5.人間にとっての言葉の意義や機能を理解し、言葉をめぐる現代社会の現状と課題を踏まえ、保育者の役割
の説明することができる。 

6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を保育

実践にむけて考察、立案することができる。 

○評定の方法 

１．授業態度と学習目標への到達度 

（積極的参加、課題への取り組みと提出、授業後の記述内容により加点） 40％  

２．提出課題 （絵本やわらべうた等の収集と教材ノートの作成）30％ 

３．期末試験 （言語発達や保育者の役割に関する筆記試験）または期末課題  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもは大人との関係を基盤にして言葉の世界を広げていく。乳幼児期に言葉の美しさや楽しさに気づき、

言葉に対する感覚を豊かに育んでいくためには、保育者自身が言葉への豊かな感覚をもっていることが望ま

れる。授業では、実際の事例や映像等を使用し、ディスカッションを行いながら、子どもの姿を通して言葉

の面白さや役割について考え、言葉に対する感覚や想像力を育むための具体的な援助や指導について考えて

いく。予習、復習、質疑を含め、授業内での積極的な発言、グループワークの積極的な協働・参加を期待す

る。レポート及び提出物の提出日は厳守すること。 

13．オフィスアワー 別途、通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 人間にとっての言葉の意義と機能 
事前学習 「言葉」からイメージすることを考えておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、人間にとっての言葉の意義に
ついて自身の考えをノートにまとめる。 

第２回 子どもの言葉に傾聴することを知る 
事前学習 子どもの言葉に関しる観察記録をとる 

事後学習 
言葉の後ろにある背景について授業で考えたことを
まとめる。 

第３回 領域「言葉」のねらいと内容と基本的理解 
事前学習 

領域「言葉」のねらいと内容を読み、関心のある箇所
を探す。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、指導上の留意点について理解
し、自己課題をノートにまとめる。 

第４回 子どもの言葉の発達過程①（乳児期） 
事前学習 

誕生から約 1 年間の言語獲得について、実習体験や
身近な子どもの観察等を通して関心のある事象を整
理しておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、乳児期の言葉獲得について、保
育者の役割をまとめる。 



 

 

第５回 子どもの言葉の発達過程②（幼児期） 
事前学習 

幼児期の言語獲得について、実習体験や身近な子ど
もの観察等を通して、関心のある事象を整理してお
く。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、幼児期の言葉獲得について、保
育者の役割をまとめる。 

第６回 
コミュニケーションとしての言葉と書き言葉
（文字）との出会い 

事前学習 
保育実践の中で、子ども同士がどのように言葉を使
用していたか、また、子どもが文字に関心をもってい
た事例や環境について、具体的に整理しておく。 

事後学習 

本日の授業を踏まえ、非言語コミュニケーションと
しての言葉及び、文字等への関心と書くことへの興
味について、保育における環境や保育者の援助につ
いて自身の考えをまとめる。 

第７回 
言葉に対する感覚とは何か 
言葉の美しさ、楽しさを感じる（演習） 

事前学習 子どものつぶやきや会話の事例を整理しておく。 

事後学習 
本日の授業を通して、乳幼児の言葉の世界観や想像
性について自身の考えをまとめる。 

第８回 
子どもにとっての児童文化財の歴史と意義（教

材研究）言葉の成長と絵本の関係について 

事前学習 
好きな絵本と紙芝居を用意し、ブックトークの準備
を行う。 

事後学習 
絵本と紙芝居の教材について、ブックリスト（課題）
の作成を行う。 

第９回 
言葉を育て想像する楽しさを広げる「児童文化

財」の実践と教材研究 

事前学習 
関心のある児童文化財について、教材研究を行い、指
導案の作成しておく。 

事後学習 
パネルシアター、パペット、ペープサートなどの特徴
を理解し、子どもが言語活動を実施する場合の過程
と計画を立案する。 

第１０回 指導案作成とグループ制作 
事前学習 

グループ毎に児童文化財を決め、指導案を作成し、模
擬保育の準備を行う。 

事後学習 
修正、改善を図り、模擬保育の発表にむけて準備を整
える。 

第１１回 
模擬保育の実施と評価 

保育における評価について考える 

事前学習 模擬保育の発表の準備を整える。 

事後学習 
模擬保育を踏まえ、保育における評価に基づいて振
り返り、 
気づいたことを整理する。 

第１２回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助

①乳児期 

事前学習 わらべうたについて調べ、発表の準備をする。 

事後学習 
乳児期のことばと援助について、環境構成と援助の
留意点について自身の考えをまとめる。 

第１３回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助

②幼児期 

事前学習 関心のある保育実践の記事を探し、準備する。 

事後学習 
言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助につ
いて、 
自身の考えをまとめる。 

第１４回 特別な配慮を要する幼児の言葉の支援 
事前学習 言語障害の定義と種類について調べておく。 

事後学習 
保育の場での早期発見と具体的な援助、支援体制に
ついて、自身の考えをまとめる。 

第１５回 保幼小の接続と領域「言葉」 

事前学習 
領域「言葉」のねらいと内容を踏まえ、伝え合う言葉
について自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
幼児教育の独自性を踏まえ、スタートカリキュラム
への接続にあたって求められる保育者の役割につい
て自身の考えをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（人間関係） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3132 

２．授業担当教員 坂本 真理子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼児期において育みたい力のうち人間関係について，そのねらいと内容について学ぶ。子どもの人間関係の

発達過程の理解と共に，子どもたちの生活場面での人間関係がどのように広がり、深まっていくのか、子ど

も、子ども集団，保育者、家庭、地域等を含めた人との関わりについて理解する。保育の全体構造のなかで、

子どもの人間関係の力を育む援助について，子どもの実際をみとる力，そこからねらいを見定め，指導・援

助の構想ができるようになること目指す。 

８．学習目標 

1. 幼稚園教育要領（幼保連携型認定子ども園教育・保育要領）に示されたねらい及び内容を理解し，説明で
きる。 

2. 幼児期の人間関係の発達過程を理解し，説明できる。 

3. 子どもの人間関係の実態を見取り，実態からねらいを見出し，実践的な保育内容・活動の構想ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

期末レポート課題：授業で学んだことを踏まえ、子どもの対人関係能力を高める保育及び保育者の大切な役

割について理解し、整理し自分の考えをまとめる。（1000字程度） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

無藤隆(監修)『事例で学ぶ保育内容 領域 人間関係』萌文書林。 

【参考書】 

文部科学省『幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月告示)』フレーベル社。 

文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領(平成 29 年 3 月告示)』フレーベル社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 幼稚園教育要領（幼保連携型認定こども園教育・保育要領）に示されたねらい及び内容について説明でき
るか。 

2. 幼児期の人間関係の発達過程について説明できるか。 

3. 子どもの人間関係の実態を見取り，実態からねらいを見出し，実践的な保育内容・活動の構想ができるか。 
○評定の方法 

1. レポート  総合点の 40％ 

2. 授業への参加態度（模擬保育を含む）  総合点の 30％ 

3. 試験（小テスト等）  総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・積極的で意欲的な授業への参加を期待する。 

・授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作、飲食等は禁止する。 

・大学生として節度ある態度で授業に臨み、疑問が生じたら、積極的に質問するようにすること。 

・演習においては、各自が活動を十分に楽しみながら積極的に学習すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

保育内容（人間関係）を学ぶ意義 

小学校入学までに育みたい姿と人間関係 

事前学習 シラバスを確認し，授業の準備をする 

事後学習 授業に必要な教材をそろえる 

第２回 「人間関係」のねらいと内容 
事前学習 要領の人間関係のねらいと内容を読む 

事後学習 人間関係のねらいと内容を整理する 

第３回 乳幼児期の人間関係の発達の理解(1)0~3 歳 
事前学習 3 歳までの発達特徴を見直す 

事後学習 3 歳までの人間関係の発達特徴をまとめる 

第４回 乳幼児期の人間関係の発達の理解(2)3 歳以上 
事前学習 3～6 歳の発達特徴を見直す 

事後学習 3～6 歳の人間関係の発達特徴をまとめる 

第５回 
「人間関係」を育む保育者の関わり、ごっこ遊びやルー
ルのある遊び等人間関係を育てる活動の展開 

事前学習 教科書 第 3 章を読んでくる 

事後学習 
人間関係をねらいとする保育者の援助の在
り方について考察する 

第６回 
「人間関係」を育む保育者の関わり、けんかや集団行動、
共同作業、当番活動等人間関係を深める場面の保育者か
かわり 

事前学習 教科書 第 4 章を読んでくる 

事後学習 
子ども同士をつなぐ保育者の援助の在り方
について考察する 

第７回 関わりの難しい子どもへの対応 

事前学習 
身近な人に幼児期の自分の様子をインタビ
ューしてくる 

事後学習 
関わりの難しい子への関わりの視点をまと
める 

第８回 
小テスト 

保育内容（人間関係）の記録と評価 

事前学習 
第 2 回の人間関係のねらいと内容を復習す
る 

事後学習 
記録を評価・改善に活用する視点について
まとめる 



 

 

第９回 人間関係を育む保育実践、教材の動向を学び研究する 
事前学習 教科書 第 8 章を読んでくる 

事後学習 
人間関係における今日的課題について考察
する 

第１０回 情報機器・素材を活かした人間関係の展開 
事前学習 園内にある素材を考えてくる 

事後学習 
園内環境を使った人間関係の発展について
まとめる 

第１１回 子どもの人間関係を育む活動を考える：指導案の作成 
事前学習 指導案の作成方法について予習してくる 

事後学習 
人間関係を育む活動についてグループで考
える 

第１２回 子どもの人間関係を育む活動を考える：グループワーク 
事前学習 指導案の作成 

事後学習 グループ発表の準備 

第１３回 活動発表・模擬保育(1)未満・年少 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第１４回 活動発表・模擬保育(2)年中・年長 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第１５回 
小テスト 
まとめ 

事前学習 小テストの準備をする 

事後学習 
これまでの授業を振り返り，子どもの人間
関係を豊かにするための保育者の援助につ
いてレポートをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（人間関係） （2単位） 

３．科目番号 

SSOT3413 

SCOT3413 

SJMP3132 ２．授業担当教員 西脇 二葉 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼児期において育みたい力のうち人間関係について，そのねらいと内容について学ぶ。子どもの人間関係の

発達過程の理解と共に，子どもたちの生活場面での人間関係がどのように広がり、深まっていくのか、子ど

も、子ども集団，保育者、家庭、地域等を含めた人との関わりについて理解する。保育の全体構造のなかで、

子どもの人間関係の力を育む援助について，子どもの実際をみとる力，そこからねらいを見定め，指導・援

助の構想ができるようになること目指す。 

８．学習目標 

1. 幼稚園教育要領（幼保連携型認定子ども園教育・保育要領）に示されたねらい及び内容を理解し，説明で
きる。 

2. 幼児期の人間関係の発達過程を理解し，説明できる。 

3. 子どもの人間関係の実態を見取り，実態からねらいを見出し，実践的な保育内容・活動の構想ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業時にレポート課題を提示する。 

・小テストを2回実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

吉川晴美他『新訂人間関係―かかわりあい・育ちあい』不昧堂出版。 

【参考書】 

『幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領』ひかりのくに。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 幼稚園教育要領（幼保連携型認定こども園教育・保育要領）に示されたねらい及び内容について説明でき
るか。 

2. 幼児期の人間関係の発達過程について説明できるか。 

3. 子どもの人間関係の実態を見取り，実態からねらいを見出し，実践的な保育内容・活動の構想ができるか。 
○評定の方法 

1. レポート  総合点の 40％ 

2. 授業への参加態度（模擬保育を含む）  総合点の 30％ 

3. 試験（小テスト等）  総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

以下のルールに従って受講すること。 

1 毎時提示する事前課題と事後課題を必ずやること。課題の締め切りは時間厳守とし、いかなる理由も認め

ない。 

2.私語は慎み、携帯電話の作動は厳禁とする。 

3.資料の再配布はしないので、各自で管理すること。 

4.保育内容（人間関係）用のファイルを準備して初回授業に臨むこと。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
保育内容（人間関係）を学ぶ意義 
小学校入学までに育みたい姿と人間関係 

事前学習 シラバスを確認し，授業の準備をする 

事後学習 授業に必要な教材をそろえる 

第２回 「人間関係」のねらいと内容 
事前学習 要領の人間関係のねらいと内容を読む 

事後学習 人間関係のねらいと内容を整理する 

第３回 乳幼児期の人間関係の発達の理解(1)0~3歳 
事前学習 3歳までの発達特徴を見直す 

事後学習 3歳までの人間関係の発達特徴をまとめる 

第４回 乳幼児期の人間関係の発達の理解(2)3歳以上 
事前学習 3～6歳の発達特徴を見直す 

事後学習 3～6歳の人間関係の発達特徴をまとめる 

第５回 
「人間関係」を育む保育者の関わり、ごっこ遊びやルー
ルのある遊び等人間関係を育てる活動の展開 

事前学習 教科書 第 3章を読んでくる 

事後学習 
人間関係をねらいとする保育者の援助の在

り方について考察する 

第６回 
「人間関係」を育む保育者の関わり、けんかや集団行動、
共同作業、当番活動等人間関係を深める場面の保育者か
かわり 

事前学習 教科書 第 4章を読んでくる 

事後学習 
子ども同士をつなぐ保育者の援助の在り方

について考察する 

第７回 関わりの難しい子どもへの対応 

事前学習 
身近な人に幼児期の自分の様子をインタビ
ューしてくる 

事後学習 
関わりの難しい子への関わりの視点をまと

める 

第８回 
小テスト 
保育内容（人間関係）の記録と評価 

事前学習 第 2回の人間関係のねらいと内容を復習する 

事後学習 
記録を評価・改善に活用する視点についてま

とめる 

第９回 人間関係を育む保育実践、教材の動向を学び研究する 

事前学習 教科書 第 8章を読んでくる 

事後学習 
人間関係における今日的課題について考察

する 



 

 

第１０回 情報機器・素材を活かした人間関係の展開 

事前学習 園内にある素材を考えてくる 

事後学習 
園内環境を使った人間関係の発展について

まとめる 

第１１回 子どもの人間関係を育む活動を考える：指導案の作成 

事前学習 指導案の作成方法について予習してくる 

事後学習 
人間関係を育む活動についてグループで考

える 

第１２回 子どもの人間関係を育む活動を考える：グループワーク 
事前学習 指導案の作成 

事後学習 グループ発表の準備 

第１３回 活動発表・模擬保育(1)未満・年少 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第１４回 活動発表・模擬保育(2)年中・年長 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第１５回 
小テスト 
まとめ 

事前学習 小テストの準備をする 

事後学習 

これまでの授業を振り返り，子どもの人間関

係を豊かにするための保育者の援助につい

てレポートをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容総論 （2単位） 

３．科目番号 
SSOT2411 

SCOT2411 

SJMP2130 ２．授業担当教員 西脇 二葉 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育者として保育内容を考える際、保育内容の５領域や子どもの活動に対する理解は重要である。しかし、

子どもの実態に応じて保育を構想するためにはこれらの理解のみでは十分条件とはならない。これらに加え

て、養護と教育が一体的に展開する保育、環境を通して行う保育、遊びによる総合的な保育といった一連の

保育内容の展開に関する考え方への理解が深まることで、はじめて目の前の子どもの姿から具体的に保育を

構想することが可能となる。本講義の目的はここにあり、子どもの姿から保育を構想していく際に必要な考

え方を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

１．保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園保育・教育要領に基づいた現代の保育の全体的な構造

を理解し、説明できる。 

２．保育の歴史的変遷について学び、保育の基本及び保育内容について「保育の目標」、「子どもの発達」、

「保育の内容」を関連付けて説明できる。 

３．子どもの生活や遊びの総合性を理解し、保育内容を領域別に指導するのでは無く、相互関連性等を踏ま

えた総合的な指導の在り方を理解する。特に、各領域が発達を捉える視点であることを具体的に説明す

ることができる。 

４．子どもの発達の特性や発達過程を踏まえた観察や記録の観点を習得し、子ども理解を深める姿勢を身に

付ける。 

５．多様な保育展開について学び、子どもの育ちに相応しい保育を構想することができる。 

６．現代社会における様々な保育課題を知り、常に保育者としての資質と専門性の向上に努める姿勢を身に

付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業時に小テスト2回実施・期末課題を提示する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

冨田久枝他『持続可能な社会をつくる日本の保育―乳幼児期におけるＥＳＤ』かもがわ出版。 

【参考書】『幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領』ひかりのくに 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．授業に対する参加態度（授業に臨む姿勢、個別学習・グループ学習における課題への取り組み）は意欲

的であったか。 

２．提出物の期日は順守できたか、取り組みの内容は十分なものであったか。 

３．（試験）授業を踏まえて学習目標に示された内容が定着していたか。 

(レポート）テーマに沿って分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

○評定の方法 

１．授業態度 50% 

２．提出物とその内容 20% 

３．期末試験もしくは期末レポート 30%  

12．受講生への 

メッセージ 

以下のルールに従って受講すること。 

1 毎時提示する事前課題と事後課題を必ずやること。課題の締め切りは時間厳守とし、いかなる理由も認め

ない。 

2.私語は慎み、携帯電話の作動は厳禁とする。 

3.資料の再配布はしないので、各自で管理すること。 

4.保育内容総論用のファイルを準備して初回授業に臨むこと 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
幼稚園教育要領、保育所保育指針に示された教育の基本
をふまえた「保育内容総論」の意義 

事前学習 
学校教育の教育内容と保育所・幼稚園の保育
内容の自分のイメージを整理しておく。 

事後学習 保育内容総論の意義をまとめる。 

第２回 
子どもの発達と保育内容―幼稚園教育要領、保育所保育
指針における各領域のねらい、内容、指導上の留意点を
ふまえて― 

事前学習 
幼稚園教育要領の第２章の前文を読んでお
く。 

事後学習 子どもの経験と学習の関係を復習する。 

第３回 
子ども理解・保育理解と保育内容（１） 

 －子ども観と保育観の理解－ 

事前学習 子ども理解の意味を考える。 

事後学習 子ども観と保育観の意味を復習する。 

第４回 
子ども理解・保育理解と保育内容（２） 

 －子ども観・保育観と保育内容－ 

事前学習 子ども観と保育観の関係を考察する。 

事後学習 
子ども理解と保育内容の関係についてまと

める。 



 

 

第５回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領について（１） 

 －保育所保育指針の理解、及び保育所における乳幼児
の経験と発達に即した保育と、小学校の教科とのつなが
りを考える－ 

事前学習 保育所保育指針の第１章を読んでおく。 

事後学習 
保育所保育指針を読み、保育内容の理解を深

める。 

第６回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領について（２） 

 －幼稚園教育要領の理解、及び幼稚園における幼児の
経験と発達に即した保育と、小学校の教科とのつながり
を考える－ 

事前学習 幼稚園教育要領の第１章を読んでおく。 

事後学習 
幼稚園教育要領を読み、保育内容の理解を深

める。 

第７回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領について（３） 

 －認定こども園法・制度の理解と保育内容－ 

事前学習 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領第１
章を読んでおく。 

事後学習 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領を読

み、保育内容の理解を深める。 

第８回 
情報化社会における保育の課題 
－情報機器や教材について研究し、望ましい教材の活用
法を習得する－ 

事前学習 
情報化社会における子どもをとりまく状況
を調べておく。 

事後学習 
社会の状況が現代の子ども達や保育内容に

どのように関係するかを復習する。 

第９回 
教育課程・保育の全体計画と指導計画、及び指導案の作
成 

事前学習 
幼稚園教育要領・保育所保育指針に示されて
いる教育課程・保育の全体計画の箇所を読ん
でおく。 

事後学習 
指導案を立てる意味と実践するうえでの留

意点を復習する。 

第１０回 模擬保育（乳児対象）と保育の評価 

事前学習 
乳児の発達について調べておく。模擬保育の
シミュレーションをする。 

事後学習 
模擬保育で学習した事柄をふまえて乳児対

象の保育内容での留意点をまとめる。 

第１１回 
模擬保育（幼児対象）と保育の評価（１） 
―保育者の子どもへの関わりを中心として― 

事前学習 
幼児の発達について調べておく。模擬保育の
シミュレーションをする。 

事後学習 
模擬保育で学習した事柄をふまえて幼児対

象の保育内容での留意点をまとめる。 

第１２回 
模擬保育（幼児対象）と保育の評価（２） 
―保育実践における環境の再構成を中心として、適切な
教材を研究する－ 

事前学習 
指導案作成上のポイントをまとめる。模擬保
育のシミュレーションをする。 

事後学習 

模擬保育で学習した事柄をふまえて、幼児対

象の指導案作成と保育実践における環境の

再構成についてまとめる。 

第１３回 保育内容の歴史的変遷 
事前学習 明治以降の日本の歴史について調べてくる。 

事後学習 保育内容の歴史的変遷についてまとめる。 

第１４回 保育実践の動向と保育の多様な構想と展開 
事前学習 教科書のコラムの箇所を読んでおく。 

事後学習 現代社会と多様な保育についてまとめる。 

第１５回 授業内容のまとめとポイントの検証 
事前学習 授業で学んだことを振り返る。 

事後学習 授業で学んだことをもう一度振り返る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（表現）／表現（保育児童福祉専修） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1135 

２．授業担当教員 岡村 弘・本野 洋子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

乳幼児は日常生活や遊びの中で、イメージを自由に膨らませながら豊かな表現を見せてくれる。保育者には、

そのような乳幼児一人ひとりのあるがままの姿を捉え、意志のある「表」と無意識のうちに現れる内的変化

である「現」をそれぞれ大切に受け止めるための理解力を身につけることが必要である。 

本講義では、講義と演習を通して、乳幼児における表現の意味を理解し、表現の萌芽に気づき、その表現に
対し、適切に対応できる応答力を身につける。 

８．学習目標 

1．保育内容「表現」のねらいと内容について理解し、説明することができる。 
2．乳幼児の発達段階による「表現」の違いを理解し、説明することができる。 
3．自ら表現することにより、自己発見、自己認識を経て、保育者自身が豊かな表現者となるよう、自己表現
力を高める。 

4．乳幼児の「表現」を支える保育者の役割について理解し、説明することができる。 
5．乳幼児の「表現」を援助するための方法を身につける。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．授業内容に即して活動の準備 
２．個の尊重と創造性の開花について、授業時間内に筆記試験を行う 
３．授業内での学習に関するレポートの提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
平田智久・小林紀子・砂上史子編『保育内容「表現」』ミネルヴァ書房 最新保育講座 11 
【参考書】 
無藤隆 監修『事例で学ぶ保育内容 領域表現』萌文書林。 
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。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
幼稚園教育要領、幼稚園教育要領（平成29年3月告示 文部科学省） 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1．保育内容「表現」が設定された背景及びねらい、内容について理解することができたか。 
2．自ら表現することにより、自己発見、自己認識を経て、自己表現力を高めることができたか。 
3．乳幼児の発達段階による「表現」の違いを理解し、説明することができるか。 
4．乳幼児の「表現」を支える保育者の役割について理解し、説明することができるか。 
5．乳幼児の「表現」を援助するための方法を身につけ、実践することができるか。 
○評定の方法 
①授業への取り組み・発表内容  総合評価の 40％ 
②提出物（レポートを含む）   総合評価の 30％ 
③筆記試験           総合評価の 30％ 
①から③までを総合的に評価する。 

12．受講生への 
メッセージ 

学習目標が達成できるよう努力しましょう。 
幼児理解を深め，未分化な幼児の表現活動を捉え，的確に援助できるようになりましょう。 
自らの表現力をみがきましょう。自然の美しさや日々の変化に気づく感受性を育てましょう。 
色々な文化的経験を積みましょう。 

13．オフィスアワー 最初の授業時間に説明 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバス説明・授業概要） 
表現とは何か。五感を研ぎ澄まし表現する身体の準備 
子どもの歌の特徴と魅力 （歌い感じ考える） 

事前学習 教科書第 5 章を予習。 

事後学習 
子どもたちの歌の特徴と魅力に
ついての復習。 

第２回 
保育内容「表現」のねらいと内容，子どもの発達と表現の捉え方，そ
の評価方法について学ぶ。 

事前学習 教科書第 1 章，第 2 章を予習。 

事後学習 「表現」のねらいと内容の復習。 

第３回 リズミカルな身体を創る （リズム遊び・リトミックの理解） 
事前学習 教科書第 3 章、第 4 章を予習。 

事後学習 リトミックの復習。 

第４回 
身体遊びと音楽 （手遊び、わらべうた遊び等） 
子どもの歌を歌い感じ考える 

事前学習 
手遊び、わらべうたを調べてく
る。 

事後学習 身体あそびについての復習。 

第５回 保育における集団の表現活動と個の尊重について学ぶ 
事前学習 教科書第 6 章、第 7 章を予習。 

事後学習 
集団の表現活動と個の尊重につ
いての復習。 

第６回 季節を感じて伝える（絵，写真，実物を見て語る） 
事前学習 教科書第 9 章を予習。 

事後学習 
どのように季節を感じるかにつ
いての復習。 

第７回 
素材との出会い①（素材～水，紙，石，ひも，葉等を使っての色，形
の表現探索） 

事前学習 
活動の準備。教科書第 8 章の予
習。 

事後学習 
どのような素材があったかにつ
いての復習。 

第８回 
素材との出会い②（身の回りにあるプラスチックの容器やストロー、
針金、紙コップなどを使って音の出る楽器を作る） 

事前学習 
発表の準備。教科書第７章を予
習。 

事後学習 
どのような素材が楽器になるか
についての復習。 

  



 

 

第９回 
表現のコアとなる体験の振り返り，他領域との関連，情報機器の併用
及び教材としての可能性を考える。 
保育園での保育の DVD を見て子どもの表現活動について学ぶ 

事前学習 
活動の準備。教科書第 10 章を予
習。 

事後学習 
子どもの表現活動についての復
習。 

第１０回 保育内容「表現」の教科書から筆記試験 
事前学習 筆記試験の準備。教科書を予習。 

事後学習 筆記試験の振り返り。 

第１１回 「総合的な表現活動」について指導案を作成） 
事前学習 指導案の準備 

事後学習 指導案作成の復習。 

第１２回 「総合的な表現活動」の指導案に基づいた活動① 
事前学習 活動の準備 

事後学習 
指導案に基づいた活動の振り返
り①。 

第１３回 「総合的な表現活動」の指導案に基づいた活動② 
事前学習 

指導案の修正 
活動のために使用する材料の準
備。 

事後学習 
指導案に基づいた活動の振り返
り②。 

第１４回 「総合的な表現活動」の指導案に基づいた活動③ 
事前学習 

活動のために使用する材料の準
備 

事後学習 
指導案に基づいた活動の振り返
り③。 

第１５回 
指導案を基に模擬保育を行い，その振り返りと分析から改善点を見つ
ける 
まとめ（保育内容「表現」における今後の課題 

事前学習 
活動のために使用する材料の準
備 

事後学習 
15 回の授業で学んだことのまと
め。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育内容総論Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP4130 

２．授業担当教員 河合 光利 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「保育内容総論」の授業内容をふまえて、その応用、発展的な学習を目指す。幼稚園実習及び保育所実習の

経験を活用させ、グループワークを取り入れながら現場の保育内容について検証する。また、保育内容に関
する知識・理解を深めるために、様々な保育実践事例を取り上げ、事例から子どもの発達の可能性を見いだ
す視点を養うと共にその保育内容について総合的に検証・評価する。 

８．学習目標 

・子どもをとりまく社会的状況を理解し、説明することができる。 

・幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができる。 

・よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができる。 

・様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論することができる。 

・保育全体への視野を広げ、保育内容を総合的に検証・評価する力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

これまでの実習を含めた学習内容に加え、保育に関する時事内容にも触れてく予定であるので、時事内容を

理解しておくこと。また、15回の授業の中で、小レポートを数回、予定している。課題は授業の中で都度、

提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【参考書】 

『保育講座 保育のいとなみ 子ども理解と内容・方法』日本保育学会編。 

堰口はつ江、大田光洋編『実践としての保育学』同文書院、2011 

【参考資料】 

文部科学省『幼稚園教育要領（平成 30 年改訂）』  

厚生労働省『保育所保育指針(平成 30 年改訂)』 

内閣府、厚生労働省、文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 30 年改訂』  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができるか。 

２．よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができるか。 

３．様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論できるか。 

○評定の方法 

 授業への積極的参加態度、課題への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1 積極的授業態度  総合点の 30％ 

2 課題への取り組み 総合点の 30％ 

3 期末レポート   総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この保育内容総論Ⅱの授業では、これまでの学習はもちろん、時事内容に至るまで、保育に関する幅広い知

識・技術の習得を目指しているので、新聞、雑誌、文献、論文等をよく読むこと。また、授業中、小レポート

の提出を数回、求めるので、時事内容や文献等の検索方法を熟知しておくこと 

13．オフィスアワー 授業内で指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「保育内容総論」で学んだことを振り返る 
―幼稚園教育要領、保育所保育指針における教育
の基本、及び各領域のねらい、内容、全体構造を
中心に― 

事前学習 
「保育内容総論」のノート、テキストを参考にして
学んだことを復習しておく。 

事後学習 
「保育内容総論」と「保育内容総論Ⅱ」の関係につ

いてまとめる。 

第２回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―子
ども理解への評価―（１） 

事前学習 
「保育内容総論」で学んだこと、実際の保育で生じ
た課題を整理しておく。 

事後学習 
保育内容について、「考え」、「理解」することの意

味をまとめる。 

第３回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―発
達の見通しと言葉かけへの評価―（２） 

事前学習 第２回で学んだことを復習しておく。 

事後学習 
保育内容を「実践」し、「省察」することの意味を

まとめる。 

第４回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―環
境構成への評価―（３） 

事前学習 第３回で学んだことを復習しておく。 

事後学習 
保育内容について、「議論」することの意味をまと

める。 

第５回 
今日の乳・幼児・子どもを取り巻く社会状況の理
解と家庭保育・教育と保育所保育、幼稚園教育、
学校教育の関係について学ぶ（１） 

事前学習 
現代の乳幼児・子どもの保育、教育で問題になって
いることを調べておく。 

事後学習 
現代の家庭保育・教育が抱えている問題点を整理し

ておく。 

第６回 
 「保育内容の総合性」と「室内環境」における
教材研究を中心に指導案を作成する（１） 

事前学習 「保育の基本」について復習しておく。 

事後学習 
「保育の基本」と「保育内容の総合性」、「保育の環

境」についてまとめる。 

第７回 
「保育内容の総合性」と「室外環境」における

教材研究を中心に指導案を作成する（２） 

事前学習 前回の授業をふまえて指導案を作成する。 

事後学習 
保育における「保育内容の総合性」「保育の環境」

の重要性について復習する。 



 

 

第８回 
 ６，７回で作成した指導案をふまえた模擬保育
の実践 

事前学習 模擬保育のシミュレーションを行う。 

事後学習 
模擬保育を振り返り、「保育内容の総合性」の視点

から「保育の環境、指導・援助」について考察する。 

第９回 

保育実践事例を基に保育実践の動向を知り、乳幼

児の発達と学習、保育内容について考える（１） 

－乳児の学習と保育内容－ 

事前学習 乳児保育について復習しておく 

事後学習 
授業で採り上げた保育実践事例について自分の考

えをまとめる。 

第１０回 

保育実践事例を基に保育実践の動向を知り、乳幼

児の発達と学習、保育内容について考える（２） 

－幼児の学習と保育内容－ 

事前学習 ３、４，５才児の保育について復習しておく。 

事後学習 
授業で採り上げた保育実践事例について自分の考

えをまとめる。 

第１１回 諸外国の保育と保育内容 

事前学習 外国の保育について調べておく。 

事後学習 
授業でとりあげた外国の保育内容から学べる事柄

をまとめる。 

第１２回 各領域の関連性と保・幼・小連携 
事前学習 保・幼・小の連携と接続について調べておく。 

事後学習 保・幼・小の連携と接続の意味をまとめる。 

第１３回 保護者や地域との連携と保育内容 

事前学習 
実習先での保護者や地域連携の事例をまとめてお
く。 

事後学習 
保護者や地域連携の意義と保育内容の関係をまと

める。 

第１４回 
子どもとメディア―「保育内容総論」で学んだ基
礎的内容をふまえて、保育教材の応用・展開とし
ての情報機器の望ましい活用法を考える－ 

事前学習 現代社会における情報機器の役割を考える。 

事後学習 
保育教材として、メディアの望ましい活用法をまと

める。 

第１５回 これからの社会と保育について 

事前学習 これからの社会がどのように変わるのか予測する 

事後学習 
変わりゆく社会に対応した保育のあり方について、

自身の学習課題を整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容総論Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP4130 

２．授業担当教員 太田 節子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「保育内容総論」の授業内容をふまえて、その応用、発展的な学習を目指す。幼稚園実習及び保育所実習
の経験を活用させ、グループワークを取り入れながら現場の保育内容について検証する。また、保育内容
に関する知識・理解を深めるために、様々な保育実践事例を取り上げ、事例から子どもの発達の可能性を

見いだす視点を養うと共にその保育内容について総合的に検証・評価する。 

８．学習目標 

・子どもをとりまく社会的状況を理解し、説明することができる。 

・幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができる。 

・よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができる。 

・様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論することができる。 

・保育全体への視野を広げ、保育内容を総合的に検証・評価する力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

学生各自の学習状況に応じて、レポート課題、及び宿題を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

『保育講座 保育のいとなみ 子ども理解と内容・方法』日本保育学会編 
厚生労働省『保育所保育指針』フレーベル館 

【参考資料】 

幼稚園教育要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができるか。 

２．よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができるか。 

３．様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加態度、課題への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1 積極的授業態度  総合点の 30％ 

2 課題への取り組み 総合点の 30％ 

3 期末レポート   総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

これまでの学習の集大成の心構えをもって授業に望んで下さい。保育者には生涯学習が求められます。現

場に出てからは、園内外の研修での積極的学習が望まれますが、基本的には自身が保育についてより深く

学ぼうとする姿勢を継続することによって保育者の成長が決まっていきます。保育者の成長はよりよい保

育内容を生み出します。なぜ学び続けていかなければならないかをこの授業で確信し、「自ら学ぶ力」を身

につけて、保育の質を高めていける保育者を目指して欲しいと思います。 

13．オフィスアワー 月曜日 １５：００～１８：００ 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「保育内容総論」で学んだことを振り返る 
―幼稚園教育要領、保育所保育指針における教育
の基本、及び各領域のねらい、内容、全体構造を
中心に― 

事前学習 
「保育内容総論」のノート、テキストを参考にして
学んだことを復習しておく。 

事後学習 
「保育内容総論」と「保育内容総論Ⅱ」の関係につ

いてまとめておく。 

第２回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―子
ども理解への評価―（１） 

事前学習 
「保育内容総論」で学んだこと、実際の保育で生じ
た課題を整理しておく。 

事後学習 
保育内容について、「考え」、「理解」することの意

味をまとめる。 

第３回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―発
達の見通しと言葉かけへの評価―（２） 

事前学習 第２回で学んだことを復習しておく。 

事後学習 
保育内容を「実践」し、「省察」することの意味を

まとめる。 

第４回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―環
境構成への評価―（３） 

事前学習 第３回で学んだことを復習しておく。 

事後学習 
保育内容について、「議論」することの意味をまと

める。 

第５回 
今日の乳・幼児・子どもを取り巻く社会状況の理
解と家庭保育・教育と保育所保育、幼稚園教育、
学校教育の関係について学ぶ（１） 

事前学習 
現代の乳幼児・子どもの保育、教育で問題になって
いることを調べておく。 

事後学習 
現代の家庭保育・教育が抱えている問題点を整理し

ておく。 

第６回 
 「保育内容の総合性」と「室内環境」における
教材研究を中心に指導案を作成する（１） 

事前学習 「保育の基本」について復習しておく。 

事後学習 
「保育の基本」と「保育内容の総合性」、「保育の環

境」についてまとめる。 

第７回 
「保育内容の総合性」と「室外環境」における

教材研究を中心に指導案を作成する（２） 

事前学習 前回の授業をふまえて指導案を作成する。 

事後学習 
保育における「保育内容の総合性」「保育の環境」

の重要性について復習する。 

  



 

 

第８回 
 ６，７回で作成した指導案をふまえた模擬保育
の実践 

事前学習 模擬保育のシミュレーションを行う。 

事後学習 
模擬保育を振り返り、「保育内容の総合性」の視点

から「保育の環境、指導・援助」について考察する。 

第９回 
保育実践事例を基に保育実践の動向を知り、乳幼

児の発達と学習、保育内容について考える（１） 
－乳児の学習と保育内容－ 

事前学習 乳児保育について復習しておく 

事後学習 
授業で採り上げた保育実践事例について自分の考

えをまとめる。 

第１０回 

保育実践事例を基に保育実践の動向を知り、乳幼

児の発達と学習、保育内容について考える（２） 
－幼児の学習と保育内容－ 

事前学習 ３、４，５才児の保育について復習しておく 

事後学習 
授業で採り上げた保育実践事例について自分の考

えをまとめる。 

第１１回 諸外国の保育と保育内容 

事前学習 外国の保育について調べておく。 

事後学習 
授業でとりあげた外国の保育内容から学べる事柄

をまとめる。 

第１２回 
現代の子ども達が抱える学習課題と保育内容―発
表１― 

事前学習 自身が考える現代の子どもの学習課題をまとめる 

事後学習 自身の発表ふまえて、他学生の発表から学ぶ。 

第１３回 
現代の子ども達が抱える学習課題と保育内容―発
表２― 

事前学習 現代の子どもが抱える学習課題への理解を深める「 

事後学習 他学生の発表の内容を検証する。 

第１４回 
現代の子ども達が抱える学習課題と保育内容―発
表３― 

事前学習 
現代社会が及ぼす子どもへの影響について考察す
る。 

事後学習 他学生の発表を今後の自身の保育技術に生かす 

第１５回 
外部講師によるレクチャー 保育現場における新
任保育士の課題 

事前学習 これまでの配付資料とノートを見直しておく。 

事後学習 
１５回の授業をふまえて、自身の学習課題を整理す

る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育の心理学／保育の心理学Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP1110 

SJMP1111 
２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義，ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

人間の発達を理解することは、子どもの成長に気付き、子どもの行動を適切に理解し、それを保護者や同

僚と共有する際の重要な基礎となる。保育の心理学では、子どもの発達について、各時期の特徴を、社会情

動的側面、身体的機能や運動機能、認知、言語などの様々な側面から学ぶ。さらに、乳幼児期の学びに関す

る理論や、その過程や特性、子どもの学びを支える保育のあり様などを学ぶ。 

８．学習目標 

①人間の発達プロセスに関する基本的な知識を理解し，説明できるようになる。 

②子どもの行動や現象を，発達や教育に関わる心理学の知見を用いて説明できるようになる。 

③保育場面において子どもの発達を支える支援を，心理学の知見を用いて考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の授業の前には、教科書の指定された箇所を読み、事前のワークシートに書き込んでくること。授業前

に予習テストを毎回行う。また、小テストは授業内での講義や資料も出題範囲に含まれるので、授業後のノ

ート作りなどは丁寧に行っておくことを勧めたい。 

レポートのテーマは授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】シードブック 保育の心理学 本郷一夫 ・飯島典子編著 建帛社 2019 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 人間の発達過程について説明することができるか 

2. 子どもの行動や現象ついて心理学の知見を用いて説明することができるか 

3. 保育場面における子どもの発達支援について心理学の知見を用いて考え，説明することができるか 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度  総合点の 30％ 

2. 課題発表もしくはレポート 総合点の 30％ 

3. 小テスト         総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実践の場で役立てるよう、保育にかかわる発達心理学の知見を学びましょう。保育の場には、多様な子ども

や親、多様な問題があり、自分の経験だけでは理解や対応が難しくなることもあるでしょう。この科目に限

りませんが、専門知識を持つことで、理解や対応の引き出しを増やしていきましょう。 

そのためにはやはり、ある程度しっかり覚え、考えないとなりません。特にこの保育の心理学Ⅰ／保育の心

理学は、問題の理解や対応を考えていく際に前提となる基礎知識にあたります。覚えることが多いため、小

さな課題も増え、たいへんかもしれません。学習が先送りにならないよう、1 回 1 回の授業に集中して参加

するために、事前の学習をしっかり行って授業に臨んでください。 

なお、授業の様子によって、講義内容の進度を調整することもあります。 

13．オフィスアワー 
初回授業で周知する。 

連絡先：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp  研究室：7号館別館 3階 739号室セブンイレブン上 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

第１章 子どもの発達を理解することの意義 

事前学習 シラバスを読んで講義内容を理解しておく。 

事後学習 
授業の進め方を確認し、教科書・教材等をそ

ろえる。 

第２回 第２章 子どもの発達と保育 

事前学習 第 2 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 
発達に関するキーワードをノートにまとめ

る。 

第３回 第３章 身体・運動の発達 
事前学習 第 3 章を読み、事予習テストの準備をする。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第４回 第４章 乳児期・幼児期前期の認知発達 

事前学習 第 4 章を読み予習テストの準備をする。 

事後学習 
乳児期・幼児期前期の認知発達のキーワード

をノートにまとめる。 

第５回 第５章 幼児期後期・児童期の認知発達 

事前学習 第 5 章を読み予習テストの準備をする。 

事後学習 
幼児期後期・児童期の認知発達のキーワード

をノートにまとめる。 

第６回 第６章 言語の発達 

事前学習 第 6 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 
言語の発達のキーワードをノートにまとめ

る。 

第７回 第７章 感情の発達／小テスト① 

事前学習 
小テスト①の準備をする。第 7 章を読み、予

習テストの準備をする。 

事後学習 
感情の発達のキーワードをノートにまとめ

る。 

第８回 第８章 社会性の発達 

事前学習 第 8 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 
社会性の発達のキーワードをノートにまと

める。 



 

 

第９回 第９章 仲間関係の発達 

事前学習 第 9 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 
仲間関係の発達のキーワードをノートにま

とめる。 

第１０回 DVD 視聴『４歳の秘密』 
事前学習 事前配布資料を読んでくる。 

事後学習 気づきや疑問点をノートにまとめる。 

第１１回 4 歳の発達 グループワーク 
事前学習 DVD 視聴で担当の個所をまとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第１２回 第 10 章 子どもの学びと発達 
事前学習 第 10 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 子どもの学びとはなにかノートにまとめる。 

第１３回 第 11 章 生活と遊びを通した学び 

事前学習 第 11 章を読み、予習テストの準備をする。 

事後学習 
生活と遊びを通した学びとはなにかをノー

トにまとめる。 

第１４回 
第 12 章 特別な配慮を必要とする子どもの特徴と支援 

DVD 視聴「君が僕の息子について教えてくれたこと」 

事前学習 第 12 章を読み予習テストの準備をする。 

事後学習 
発達障害当事者から見た世界についての気

づきをノートにまとめる。 

第１５回 第 13 章 子どもの発達と現代的課題／小テスト② 
事前学習 

小テスト②の準備をする。 

第 13 章を読み予習テストの準備をする。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学Ⅱ（民法、行政法） （4 単位） 

３．科目番号 GELA2317 

２．授業担当教員 御手洗 大輔 

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

を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

○本科目の履修にあたっては、本学設置科目「法学概論」及び「法学（憲法）」（少なくとも、「法学概論」）

を事前に履修済（単位取得済）、または、本科目と並行して履修中であることが強く望まれる。 

７．講義概要 

社会福祉や教育に携わる者は、社会保障や教育制度に関する諸法令についての基礎知識を理解し、その
具体化を図るため、民法（総則・財産法・家族法）及び行政法（行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服

審査法等）に関する基礎知識を学び、その実践に求められる能力、いわゆるリーガルマインドを習得する
必要がある。 
また、法律科目の特性上、まず法律の条文を読んで理解し、適切に解釈できるようになるとともに、判

例を学び、各々の法律条文がどのように解釈され、適用されているのかを理解できるようにならなければ
ならない。そのため、この講義では、条文に当たり、判例を検討しながら学習を進めていく。 

８．学習目標 

１．条文や判例に基づいて法律を解釈できるようになる。 

２．民法、行政法の基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 
３．日々発生している日常的な法律問題について、条文や判例に基づいて問題を整理し、解決できるよう

になる。 

４．民法や行政法が規制する内容を理解し、法律問題が生じないように行動することができるようになる。 
５．公務員試験や各種国家試験の民法、行政法科目に対応できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

○各回の授業内容に示すキーワード・法律用語については少なくとも調べておくこと。 
○ほぼ毎回の授業の最後にリアクションペーパーの提出を求める予定である。これは、その回の授業で何
を学習した内容をどこまで理解できたかを確認・評価するものであり、下記「授業への積極的参加」の
評価の対象となる。したがって、「正しい」日本語の「文章」で、「正確な」情報・知識を記述すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

○授業内容の目次的骨子を示したレジュメあるいは参考資料を配布する予定である。 
○教科書として以下を指定する。 
民 法編：野村 豊弘『民事法入門』第 8版（弘文堂、2019年） 
行政法編：石川 敏行ほか『はじめての行政法』第 4版（法律文化社、2018年） 
○参考書としては、以下のものを勧める。本格的に学習したい場合は以下の書籍で授業に臨んで欲しい。 
民 法編：米倉 明『プレップ民法』第 5版（弘文堂、2018年） 
行政法編：櫻井敬子ほか『行政法』第 6版（弘文堂、2019年） 
    ：藤田宙靖『行政法入門』第 7版（有斐閣、2016年） 

○適宜、関連条文を確認する場合があるので各自で自分が使いやすい法令集（例えば『ポケット六法』（有

斐閣）、総務省法令データベース「e-Gov法令検索」など）を携行しておくこと。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業を通じて、条文や判例に基づいた法解釈のやり方（リーガルマインド）がみについているかどう

か。 

２．小テストを通じて、授業で学んだ法律用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の２０％ 

２．期末試験             総合点の８０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

○１週間に最低１度は、本科目に関する授業外学修（予習・復習）の機会を設けるよう努めること。大学の授業は、原則として、週 1 コマ（2

単位）の授業の場合、1 週につき 4 時間の授業外学修を行うことを前提に設計している。そのため、本科目は週 2 コマ（4 単位）の科目で

あるから論理的に 1 週につき 8 時間の授業外学修が要求される。 

○講義内容に関する質問は、授業中であっても歓迎する。 

○授業中の、他の履修者の迷惑となる行為（私語、頻繁な入退出など）や、授業の秩序を乱す行為（携帯・スマホ使用、テレビや音楽などの

視聴、睡眠、食事、化粧、他科目の内職など）と判断した時は評価の減点はもとより、場合によっては必要な指示（退室など）を行なう。 

○上記「4．授業形態」欄にあるように、授業は原則として、講述（講義）の形式による。ただし、受講生の理解と意欲が十分である場合は、

ディスカッションの形式を試みる回を設けることにする。 

○履修者が少ない場合には、ゼミ形式で進行させることがある。 

13．オフィスアワー 授業時間中のほか、講義内容等に関する質問は、授業時限の前後の時間に受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンスと民事法の射程に
ついて 
：私法、実体法、法源 

事前学習 
①野村（2019）第 1 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２回 
民法（１） 民法の意義 
：特別法、パンデクテン体系、
契約自由の原則 

事前学習 
①野村（2019）第 2 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 



 

 

第３回 
民法（２） 権利と義務 
：私権、物権法定主義、権利
の濫用 

事前学習 
①野村（2019）第 3 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第４回 
民法（３） 法律行為 
：公序良俗、錯誤、無効と取
消し 

事前学習 
①野村（2019）第 4 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第５回 
民法（４） 代理制度 
：法定代理、無権代理、表見
代理 

事前学習 
①野村（2019）第 5 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第６回 
民法（５） 法人制度 
：法人、権利能力のない社団、
会社の種類 

事前学習 
①野村（2019）第 15 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第７回 
民法（６） 契約 
：要物契約、同時履行の抗弁
権、代替執行 

事前学習 
①野村（2019）第 7 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第８回 
民法（７） 時効制度 
：訴訟法説、時効の完成猶予、
消滅時効 

事前学習 
①野村（2019）第 6 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第９回 
民法（８） 所有権 
：担保物権、物、妨害予防請
求権 

事前学習 
①野村（2019）第 8 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第１０回 
民法（９） 不法行為 
：不法行為の要件、保険制度、
損害賠償の範囲 

事前学習 
①野村（2019）第 9 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第１１回 

民法（10） 事務管理・不法
利得 
：事務管理の要件、不当利得
の要件、不法原因給付 

事前学習 
①野村（2019）第 10 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第１２回 
民法（11） 債務の弁済 
：債務の担保、人的担保、手
形・小切手 

事前学習 
①野村（2019）第 11 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第１３回 
民法（12） 家族制度 
：個人主義、尊属・卑属、法
定夫婦財産制 

事前学習 
①野村（2019）第 12 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第１４回 
民法（13） 親子・扶養 
：嫡出子、特別養子、後見制
度 

事前学習 
①野村（2019）第 13 章を通読しておく。 

②当該章のケースについて自分の意見をまとめておく。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第１５回 民法編の小テスト 
事前学習 これまでの民法編の授業すべてについて復習を行う。 

事後学習 小テストの講評をもとにして復習しておく。 

第１６回 
ガイダンスと行政法の射程に
ついて 
：「行政法」 

事前学習 ○テスト後であるため、事前に教科書の該当部分を通読する必要は必ずしもない。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）と石川ほか（2018）序章を参照しつつ、自分にとっ

て最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第１７回 

行政法（１） 法律による行
政の原理 
：法治主義、侵害留保説、行
政作用 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 2 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備

を整える。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 



 

 

第１８回 

行政法（２） 行政法の一般
原則 
：適正手続の原則、証明責任
の原則、比例原則 

事前学習 〇連続講義であり、法律による行政の原理以外の一般原則を解説するため、不要である。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第１９回 
行政法（３） 行政上の法主
体 
：行政主体、行政機関 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 1 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備

を整える。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２０回 

行政法（５） 行政上の法律
関係 
：民法 177条、行政法規違反
の法律行為の効力、公物 

事前学習 〇連続講義であり、行政上の法主体に関連して民事法等との関係を解説するため、不要である。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第２１回 
行政法（６） 行政行為 
：行政処分、行政指導、行政
立法 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 3 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備

を整える。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２２回 
行政法（７） 行政基準 
：法規命令、行政規則、裁量
基準 

事前学習 〇行政行為に関連して、特に行政基準を取り上げることにする。上記第 3 章に言及あり。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第２３回 

行政法（８） 行政の実効性
の確保 
：間接的強制制度、代執行、
即時強制 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 4 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備

を整える。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２４回 
行政法（９） 行政罰と行政
指導 
：行政刑罰、秩序罰 

事前学習 〇行政の実効性の確保に関連して特に行政罰と行政指導を取り上げる。上記第 4 章に言及あり。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第２５回 

行政法（10） 行政上の救済
手続き 
：行政不服申立て、裁決と決
定、行政事件訴訟 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 5 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備

を整える。 

事後学習 
①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２６回 

行政法（11） 行政事件訴訟
法の概観 
：法律上の争訟、統治行為論、
取消訴訟 

事前学習 〇行政上の救済手続きに関連して特に行政事件訴訟法を取り上げる。上記第 5 章に言及あり。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第２７回 
行政法（12） 国家補償制度 
：公権力責任、主権無答責の
法理、相互保証主義 

事前学習 

①石川ほか（2018）第 6 章を通読しておく。 

②教科書の該当箇所及び六法中の関係条文等につき、調べてもなお不明点・疑問点があった場合

には、それをメモとしてまとめておき、不明点・疑問点に関して特に集中して講義を聴く準備を

整える。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第２８回 
行政法（13） 損失補償 
：賠償と補償（国家補償の谷
間）、公用制限 

事前学習 〇国家補償制度に関連して特に損失補償を取り上げる。上記第 6 章に言及あり。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

③取り組んだ演習問題の答案を完璧に書き直しておく。 

第２９回 

行政法（14） 行政情報管理
の法制度 
：公法と私法、情報公開制度、
個人情報保護制度 

事前学習 
①石川ほか（2018）終章を通読しておく。 

②今日的な行政法とのかかわりについて、情報公開制度・個人情報保護制度を取り上げる予定。 

事後学習 

①講義内容の不明点・疑問点を担当教員に質問し、疑問を解消する。 

②レジュメ・講義中にとったメモ（ノート）・教科書・六法中の関係条文等を参照しつつ、自分

にとって最も分かりやすいノートをまとめあげる。 

第３０回 行政法編の小テスト 
事前学習 これまでの行政法の授業すべてについて復習を行う。 

事後学習 小テストの講評をもとにして復習しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保健医療 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1102 

SBMP1302 

SCMP1102 ２．授業担当教員 髙橋 登志子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これまでわが国の保健医療サービスは、国民皆保険制度によって支えられてきた。しかし疾病構造の変化や

高齢化が進んでいる現在、わが国の保健医療サービスは再編成を迫られている。この科目では医療保険制度
の概要と医療費に関する政策的動向、診療報酬制度の概要、保健医療サービスの各専門職の役割、多職種連
携や「病院」についての基礎的な理解を深めるとともに、保健医療サービスにおけるソーシャルワーカーの

役割や、組織や地域とソーシャルワークの関連を理解する。 

８．学習目標 

１．医療保険制度の概要と医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるようになる。 
２．診療報酬の概要を理解し、説明することができるようになる。 

３．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携について理解し、説明することができるようになる。 
４．医療を取り巻く現状について理解し、説明することができるようになる。 
５．病院のしくみについて理解し、説明することができるようになる。 

６．組織とソーシャルワークの関連について理解し、説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポートと課題等は e-mailでの提出を認める。   アドレス  sannke_tt@yahoo.co.jp 

① 『保健医療福祉職種の資格・業務内容』の各自担当箇所のレジュメとパワーポイントを作成。 

② 診療報酬・高額療養制度について述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 
『新・社会福祉士養成講座 第17巻 保健医療サービス』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．医療保険制度及び診療報酬制度の概要、医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるか。              

２．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携、組織とソーシャルワークの関連について説明するこ

とができるか。 

○評定方法 

１．日常の授業態度（参加・実践・小テスト等） 総合点の３０％ 

２．期末試験・レポート等  総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

学習内容は、保健医療にかかわるソーシャルワーカーとして活躍するにあたり習得してほしい基礎的な内

容で構成されている。よって、保健医療の専門的な表現や用語について調べることにより簡単な理解をして

授業に臨んで欲しい。 

ソーシャルワークとは、人間と環境の交錯点の中に置かれ、その相互作用を焦点とする多様性に満ちた専

門職である。社会福祉実践の対象は非常に広範囲で複雑であるが、本講義では、医療ソーシャルワーカーを

意識して保健医療サービスを概観する。 

21世紀の保健・医療・福祉は、制度の変容を受け、お互いに連携して支援する存在となり、連携・総合化

により、継続的ケアを実現する時代を迎えている。社会福祉実践において重要な役割をはたす組織について

理解を深め、将来の実践に役立てていただきたい。組織におけるミドルマネジメントの視点を意識してほし

いと考えている。 

 授業には教科書を必ず持参すること、事前学習を必ず確認して参加してください。 

授業中は通信手段の電源を切ってください。 

13．オフィスアワー 
授業日は、授業と授業の間の時間、授業終了後に対応する。 

授業日以外に連絡を必要とした場合は sannke_tt@yahoo.co.jp に連絡してください。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、 

医療業界の全体像、日本の病院の成り立ち 

事前学習 

テキスト pp.2～38の内容を読んで臨む。 

また、病院に対するイメージをまとめて授業に参加

する 

事後学習 
病院から発展させ保健医療サービスとは何か、保健

医療の変遷についてまとめる。 

第２回 

保健医療サービスを提供する施設とシステム(1) 

医療法・保健医療政策・診療報酬・病状ステー

ジからみた医療施設の機能・類型 

事前学習 テキスト pp.40～80の内容を読んで臨む。 

事後学習 

医療法による医療施設の機能・類型、保健医療政策

による医療施設の機能・類型、診療報酬・病状ステ

ージからみた医療施設の機能・類型をまとめる。 

第３回 
保健医療サービスを提供する施設とシステム(2) 

 介護保険法における施設の機能・類型 

事前学習 テキスト pp.80～90の内容を読んで臨む。 

事後学習 
介護保険法における施設の機能・類型、在宅支援シ

ステムについてまとめる。 

第４回 

保健医療サービスにおける各専門職の役割（1） 

 保健・医療・福祉関係の専門職について資格・

役割・業務分野のグループワーク 

事前学習 
テキスト pp.132～155 を第 3 回の授業で具体的に提

示する。その課題に取り組んで臨む。 

事後学習 
保健・医療・福祉関係の専門職について資格・役割・

業務分野についてまとめる。 



 

 

第５回 

保健医療サービスにおける各専門職の役割（2） 

 保健・医療・福祉関係の専門職について資格・

役割・業務分野のグループ発表会 

事前学習 
テキスト pp.132～155 を第 3 回の授業で具体的に提

示する。その課題を取り組んで臨む。 

事後学習 
保健・医療・福祉関係の専門職について資格・役割・

業務分野についてまとめる。 

第６回 保健医療サービスの変化と社会福祉士の役割 

事前学習 テキスト pp.91～pp.102の内容を読んで臨む。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの定義・歴史から今日の社

会福祉士の役割をまとめる。 

第７回 

保健医療サービスの連携と医療ソーシャルワーカ

ーの役割（1） 

 業務内容（ミクロソーシャルワーク） 

事前学習 テキスト pp.103～122の内容を読んで臨む。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの業務内容（ミクロソーシ

ャルワーク）についてまとめる。 

第８回 

保健医療サービスの連携と医療ソーシャルワーカ

ーの役割（2） 

 業務内容（ミクロ～メゾへのソーシャルワーク、

メゾ～マクロへのソーシャルワーク） 

事前学習 テキスト pp.123～130の内容を読んで臨む。 

事後学習 

医療ソーシャルワーカーの業務内容（ミクロ～メゾ

へのソーシャルワーク、メゾ～マクロへのソーシャ

ルワーク）についてまとめる。 

第９回 保健医療サービスにおける専門職の基本姿勢 

事前学習 テキスト pp.144～162の内容を読んで臨む。 

事後学習 
患者の権利とインフォームドコンセントの意義と専

門職の倫理についてまとめる。 

第１０回 
保健医療サービスの提供と経済的保障（1） 

 診療報酬・高額療養制度 

事前学習 テキスト pp.164～184の内容を読んで臨む。 

事後学習 
診療報酬・高額療養制度について、診療報酬につい

てレポートにして提出をする。 

第１１回 
保健医療サービスの提供と経済的保障（2） 

 介護報酬 

事前学習 テキスト pp.185～196の内容を読んで臨む。 

事後学習 
診療報酬における医療連携・チーム医療他、介護報

酬についてまとめる。 

第１２回 
保健医療サービスの連携の理論と実践（専門職と

の連携）（1）チームケア 

事前学習 テキスト pp.197～213の内容を読んで臨む。 

事後学習 
保健医療の連絡・連携・統合からチームケアについ

てまとめる。 

第１３回 
保健医療サービスの連携の理論と実践（専門職と

の連携）（2）保健医療の専門職との連携の実際 

事前学習 テキスト pp.214～231の内容を読んで臨む。 

事後学習 
チームケア実現に向けて制度や連携機関・団体との

保健医療の専門職との連携の実際をまとめる。 

第１４回 
保健医療サービスの連携の理論と実践（地域の社

会資源との連携） 

事前学習 
テキスト第 7 章の内容と今までの授業で学んだ読ん

だことを自分の考えをまとめて臨む。 

事後学習 
地域ケアネットワークの実際の事例を振り返りから

まとめる。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 
これからの保健・医療・福祉をこれまでの学びから

自分の考えをまとめて臨んでください。 

事後学習 
これからの保健・医療・福祉での全体のまとめをす

る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保健医療 （2 単位） 

３．科目番号 SSMP1102 

２．授業担当教員 中土 純子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これまでわが国の保健医療サービスは、国民皆保険制度によって支えられてきた。しかし疾病構造の変化や

高齢化が進んでいる現在、わが国の保健医療サービスは再編成を迫られている。この科目では医療保険制度
の概要と医療費に関する政策的動向、診療報酬制度の概要、保健医療サービスの各専門職の役割、多職種連
携や「病院」についての基礎的な理解を深めるとともに、保健医療サービスにおけるソーシャルワーカーの

役割や、組織や地域とソーシャルワークの関連を理解する。 

８．学習目標 

１．医療保険制度の概要と医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるようになる。 
２．診療報酬の概要を理解し、説明することができるようになる。 

３．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携について理解し、説明することができるようになる。 
４．医療を取り巻く現状について理解し、説明することができるようになる。 
５．病院のしくみについて理解し、説明することができるようになる。 

６．組織とソーシャルワークの関連について理解し、説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義内容に関する課題（確認テスト/レポート）を複数回実施する。 

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編 
『新・社会福祉士養成講座 第17巻 保健医療サービス』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．医療保険制度及び診療報酬制度の概要、医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるか。              

２．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携、組織とソーシャルワークの関連について説明するこ

とができるか。 

○評定方法 

１．日常の授業態度（参加・実践・小テスト等） 総合点の３０％ 

２．期末試験・レポート等  総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講態度や姿勢、提出物に関しては、「他人に迷惑をかけない」こと「提出期限を守る」ことを求めます。 

講義の進捗状況・理解度により、シラバスの内容が前後する場合があります。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（シラバス、講義概要、レポートについての説明等） 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全

体的なイメージをつかむ。 

事後学習 
保健医療サービスを学ぶ意味について理解

を深める。 

第２回 

第 1 章 保健医療サービスの変化と社会福祉専門職の

役割① 

（保健医療サービスとは，戦後の保健医療サービス） 

事前学習 第 1 章（pp.1～38）を読む。 

事後学習 
保健医療サービスの構成要素、戦後の整備・

拡充を整理して理解する 

第３回 

第 1 章 保健医療サービスの変化と社会福祉専門職の

役割② 

（医療法改正と今日的課題，社会福祉士の役割） 

事前学習 第 1 章（pp.1～38）を読む。 

事後学習 

保健医療サービスの変化と社会福祉士の役

割、医療法改正と今日的課題について整理す

る。 

第４回 

第 2 章 保健医療サービスを提供する施設とシステム

① 

（医療法と医療施設の機能） 

事前学習 第 2 章（pp.39～90）を読む。 

事後学習 

医療法による医療施設の機能・類型、医療政

策による医療施設の機能・類型 

を整理する。 

第５回 

第 2 章 保健医療サービスを提供する施設とシステム

② 

（診療報酬･介護保険法における施設の基準と類型） 

事前学習 第 2 章（pp.39～90）を読む。 

事後学習 

診療報酬による医療施設の基準・類型、介護

施設の基準・類型、在宅支援のシステムにつ

いて整理する。 

第６回 

第 3 章 保健医療サービスにおける医療ソーシャルワ

ーカーの役割 

（医療ソーシャルワーカーの歴史と業務） 

事前学習 第 3 章（pp.91～130）を読む。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの業務指針とその

役割を整理する。 

第７回 
外部講師による講義 

（医療ソーシャルワーカーの業務内容） 

事前学習 第 3 章（pp.91～130）を読む。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの業務内容を整理

する。 

第８回 
第 4 章 保健医療サービスの専門職の役割① 

（保健医療サービス専門職の役割と業務） 

事前学習 第 4 章（pp.131～162）を読む。 

事後学習 
保健医療サービス専門職の概観、基本的姿勢

を整理する。 

第９回 
第 4 章 保健医療サービスの専門職の役割② 

（保健医療サービス専門職の視点と倫理） 

事前学習 第 4 章（pp.131～162）を読む。 

事後学習 各専門職の視点と役割を整理する。 



 

 

第１０回 
第 5 章 保健医療サービスの提供と経済的保障① 

（医療保険制度と診療報酬） 

事前学習 第 5 章（pp.163～196）を読む。 

事後学習 
医療保険制度と診療報酬制度の概要を整理

する。 

第１１回 
第 5 章 保健医療サービスの提供と経済的保障② 

（介護保険制度と介護報酬） 

事前学習 第 5 章（pp.163～196）を読む。 

事後学習 
介護保険制度と介護報酬制度の概要につい

て整理する。 

第１２回 
第 5 章 保健医療サービスの提供と経済的保障③ 

（公費負担医療制度） 

事前学習 第 5 章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 公費負担医療制度の概要を整理する。 

第１３回 
第 6 章 保健医療サービスにおける専門職の連携と実

践 

事前学習 第 6 章（pp.197～231）を読む。 

事後学習 
保健医療の専門職との連携方法と基礎知識

について整理する 

第１４回 
第 7 章 保健医療サービスにおける地域の社会資源と

の連携と実践 

事前学習 第 7 章（pp.233～268）を読む。 

事後学習 地域ケアネットワークについて整理する。 

第１５回 保健医療サービスのまとめ 

事前学習 これまでの授業内容を整理する。 

事後学習 
保健医療サービスの課題を整理し、理解を深

める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学概論 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1316 

GELA1337 
２．授業担当教員 酒井 明 

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

を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

この科目は法律全般に及ぶので憲法も一通り触れるが、できれば「法学（憲法）」の科目を学んだあとに

履修が望ましい。 

７．講義概要 

この講義は、憲法、民法、労働法等、各種の法に関する一般的な約束事や社会生活を送っていくために
必要な基礎的な法の概略を学ぶものである。 

この講義では、法学をはじめて学ぶ学生を主たる対象に、法と社会、法の種類、法解釈等について学習
するとともに、社会生活に関連する法律として、家族、財産に関する民法等の民事法の概略、犯罪に関す
る刑法等の刑事法の概略、労働法などの社会法の一部について学習する。この学習を通じて、法学的な思

考法、いわゆるリーガルマインドを習得する。 
この講義は、法学を専門とするわけではない法学初学者を対象としていますが、学習範囲がかなり広い

ので、深く突っ込んだ議論を行うことは困難であるとともに、かなりのスピードで法律について学んで頂

くことになり、また、事前・事後の学習をしっかりと行って頂く必要があります。また、比較的一方方向
の講義になる可能性が高いことも留意して下さい。 

８．学習目標 

１．法学的な思考法、いわゆるリーガルマインドを習得し、法学的に物事を考えることができるようにな

る。 
２．教科書のポイントを理解し、説明できるようになる。 
３．日々発生している日常的な法律問題について、条文や判例に基づいて問題を整理し、解決できるよう

になる。 
４．民法や行政法が規制する内容を理解し、法律問題が生じないように行動することができるようになる。 
５．公務員試験や各種国家試験の法律科目に対応できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

数回、講義内容の中で重要なテーマにつき、1000字程度のレポートを課し、採点し返却する。 
事前・事後学習の提出についても採点・返却する。 
授業進行のなかで、90分以上をとり項目を選び、グループ学習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 
毎回、プリントを配布する。参考書：本沢一善「よくわかる法学要説」学文社、2014。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・法学一般の基礎知識を理解し、説明できたか。 

・条文や判例の読み方を修得したか。 

・採用試験で出題される問題に対応しうる知識を身に付けたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（出席、発表、授業態度等）を３０％， 

レポート、小テスト、期末テストなどの結果を７０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

・事前と事後の学習をし、疑問を次回に質問し、次回の予定の項目につき、一覧しておく。 
・授業態度の悪い学生（おしゃべり、授業をぬけ出る、教科書のわすれなど）はチェックし、評価にカウ
ントする。 

13．オフィスアワー 授業前と授業後に行う。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
法律全般 

a 法とは、b 種類 

事前学習 「法とはなにか」の全体像を理解する。 

事後学習 
法と道徳の違い、リーガルマインドとは何か

を理解する 

第２回 
憲法１ 

a 憲法の歴史―外国、日本、 
b 国民主権 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、硬性憲法と軟性
憲法を理解し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより「国民主権、象徴天皇

制」を熟読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第３回 
憲法２ 

a 基本的人権―自由権、社会権 

事前学習 
配布したプリントにより、基本的人権の全体
像をつかみ、享有する主体、新しい人権を中心
に、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより、社会権総論、生存権

を熟読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第４回 
憲法３ 

a 立法権―国会、b 行政権―内閣 

事前学習 
配布したプリントより、唯一の立法機関、内閣
の組織を理解し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 

配布したプリントにより、二院制、総理大臣の

権限、内閣の機能を熟読し、A4用紙に記述し、

提出する。 

第５回 
憲法４ 

a 司法権―裁判所、b 財政、 
c 地方自治 

事前学習 
配布したプリントにより、裁判所、地方公共団
体の組織を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 

配布したプリントにより、司法権の限界、公金

の支出、地方公共団体の機能を熟読し、A4用

紙に記述し、提出する。 



 

 

第６回 
民法１ 

a 行為能力、b 法律行為 

事前学習 
配布したプリントにより、)自然人の権利能力、
成年後見制度、法律行為を熟読し、A4用紙に
まとめる。 

事後学習 

配布したプリントにより、行為能力、代理、 物

権、 債権を熟読し、A4用紙に記述し、提出す

る。 

第７回 
民法２ 

a 親族、b 相続 

事前学習 
配布したプリントにより親族、婚姻と離婚、]
相を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより親子、遺言と遺留分

を熟読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第８回 
行政法１ 

a 行政の活動、b 組織、c 行政手続 

事前学習 
配布したプリントにより行政の組織、行政行
為を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより行政指導、行政強制

を熟読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第９回 
行政法２ 

a 行政救済、b 地方行政 

事前学習 
配布したプリントにより審査請求など、]地方
自治体の組織を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより]国家補償、個人情報

保護法を熟読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第１０回 
刑法など１ 

a 刑法 

事前学習 
配布したプリントにより違法と犯罪防止、社
会的処遇を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより犯罪の成立要件を熟

読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第１１回 
刑法など２ 

a 少年法 

事前学習 
配布したプリントにより少年法の目的、対象
となる少年を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより家庭裁判所」を熟読

し、A4用紙に記述し、提出する。 

第１２回 労働法１ 

事前学習 
.配布したプリントにより、労働法の目的.労働
契約を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
配布したプリントにより.賃金.就業規則を熟

読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第１３回 労働法２ 

事前学習 
.配布したプリントにより、労働組合、労働協
約を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 
.配布したプリントにより、団体交渉.争議を熟

読し、A4用紙に記述し、提出する。 

第１４回 商法 

事前学習 
配布したプリントにより.商法と商行為、営業
譲渡を熟読し、A4用紙にまとめる。 

事後学習 

.配布したプリントにより支配人、代理商など、

商事契約を熟読し、A4用紙に記述し、提出す

る。 

第１５回 総合まとめ 
事前学習 

大事だと思う項目を 3 つ選び、内容を手書で
まとめる。 

事後学習 総まとめ 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1116 

２．授業担当教員 永井 紹裕 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

今後学ぶことが考えられる法律に関係する科目の基礎となるものである。この科目は、民法、行政法、教育

法規等を学習するときの基礎知識となるものである。 

７．講義概要 

この講義は、憲法、民法、労働法等、各種の法に関する一般的な約束事や社会生活を送っていくために必
要な基礎的な法の概略を学ぶものである。 

この講義では、法学をはじめて学ぶ学生を主たる対象に、法と社会、法の種類、法解釈等について学習す
るとともに、社会生活に関連する法律として、家族、財産に関する民法等の民事法の概略、犯罪に関する刑
法等の刑事法の概略、労働法などの社会法の一部について学習する。この学習を通じて、法学的な思考法、

いわゆるリーガルマインドを習得する。 
この講義は、法学を専門とするわけではない法学初学者を対象としていますが、学習範囲がかなり広いの

で、深く突っ込んだ議論を行うことは困難であるとともに、かなりのスピードで法律について学んで頂くこ

とになり、また、事前・事後の学習をしっかりと行って頂く必要があります。また、比較的一方方向の講義
になる可能性が高いことも留意して下さい。 

８．学習目標 

１．法学的な思考法、いわゆるリーガルマインドを習得し、法学的に物事を考えることができるようになる。 

２．教科書のポイントを理解し、説明できるようになる。 
３．日々発生している日常的な法律問題について、条文や判例に基づいて問題を整理し、解決できるように

なる。 

４．民法や行政法が規制する内容を理解し、法律問題が生じないように行動することができるようになる。 
５．公務員試験や各種国家試験の法律科目に対応できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

小テスト、確認テストの実施。 
学生の理解度、授業の進捗状況によってはレポートの提出を指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
中央大学法学部編『高校生からの法学入門』中央大学出版部、2016。 
ど の よ う な も の で も か ま わ な い が 、 六 法 を 持 参 す る こ と 。 法 令 デ ー タ 提 供 シ ス テ ム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi から適宜印刷したものでもかまわない。 
【参考書】 
青木人志『グラフィック法学入門』新世社、2012。 
木村草太『キヨミズ准教授の法学入門』星海社新書、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・法学一般の基礎知識を理解し、説明できたか。 

・条文や判例の読み方を修得したか。 

・採用試験で出題される問題に対応しうる知識を身に付けたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（出席、発表、授業態度等）を３０％， 

レポート、小テスト、期末テストなどの結果を７０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

 法律学は抽象的で難しいイメージを持たれがちである。しかしながら、法律は身近な問題を解決するため
のルールを制定しており、社会生活を営む上で誰しも必ず接するものである。 
 本講義では、なるべき身近な問題をもとに、抽象的な議論がどのように生かされるかについてなるべく平
易に説明する。 
また、授業の進行速度、受講生の理解度等を考慮し、シラバスの授業内容、進行雄順序を一部変更すること
がある。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の進め方、勉強の仕方）法と
はどのようなものか 

事前学習 教科書 pp.1～11を通読する。 

事後学習 

再度教科書・レジュメを通読し、法がどのよ

うに自分たちの生活と関わっているかにつ

いて考える。 

第２回 
法の解釈とは 
民事裁判と刑事裁判の違い 

事前学習 教科書 pp.194～207を通読する。 

事後学習 

条文を解釈するとはどのようなことか、刑事

裁判の仕組みと民事裁判の仕組みについて

理解する。 

第３回 犯罪と刑罰➀ 

事前学習 教科書 pp.14～26を通読する。 

事後学習 
刑罰についてそれが課される意義や機能な

どについて理解する。 

第４回 犯罪と刑罰② 

事前学習 教科書 pp.100～117を通読する。 

事後学習 

刑罰についての理解を前提に、刑罰が課され

る犯罪についていかなるものが犯罪に該当

するかを理解する。 

第５回 契約とは 

事前学習 教科書 pp.27～44を通読する。 

事後学習 
契約を結ぶとはどのようなことか、またどの

ような効果が生じるかについて理解する。 

  



 

 

第６回 所有権とは 

事前学習 教科書 pp.62～76を通読する。 

事後学習 

自分のものである（所有している）とはどの

ようなことか、またどのような機能があるの

かについて理解する。 

第７回 表現の自由、グループ討論① 

事前学習 教科書 pp.46～59を通読する。 

事後学習 

表現の自由とはどのような自由化、国家が表

現の自由を制限できるのはどのような場合

かについて理解する。 

第８回 
国民主権と選挙権 
議会制民主主義 

事前学習 教科書 pp.78～97を通読する。 

事後学習 

国民主権とはなにか、議会制民主主義とはど

のようなものかについて理解し、近時 18 歳

から与えられた選挙権の重要性を理解する。 

第９回 会社組織についての法 

事前学習 教科書 pp.120～134を通読する。 

事後学習 

株式会社の仕組みについて理解する。 

とりわけ株式、株主、法人などの意味や機能

を理解する。 

第１０回 雇用と法 

事後学習 教科書 pp.136～157を通読する。 

事後学習 

雇用関係を規制する法である労働法制につ

いての仕組みを、雇用からその終了（解雇や

退職）までの流れで理解する。 

第１１回 損害賠償 

事前学習 教科書 pp.160～174を通読する。 

事後学習 
損害が生じた場合の賠償責任について、刑事

制裁との違いを意識して理解する。 

第１２回 紛争と法、グループ討論② 

事前学習 教科書 pp.176～192を通読する。 

事後学習 

紛争が発生した場合の法のかかわりかたに

ついて理解する。とりわけ紛争の処理につい

て裁判外の制度についてどのようなものが

あるかを理解する。 

第１３回 日本の裁判制度と裁判員制度 

事前学習 裁判員制度の仕組みについて調べておく。 

事後学習 

裁判員制度導入までどのようなことが、これ

までの裁判制度で問題視されていきたか、そ

の問題をどのように克服しようとしてきた

かについて理解する。 

第１４回 まとめ➀ 

事前学習 
今までの教科書の該当箇所およびレジュメ
等を読んで復習する。 

事後学習 

これまで扱ってきた内容で理解が進んでい

ない部分について復習する。 

特になければ扱わなかった問題（とりわけ現

在問題となっているもの）を扱う。 

第１５回 まとめ② 

事前学習 
今までの該当箇所およびレジュメ等を読ん
で復習する。 

事後学習 

これまで扱ってきた内容で理解が進んでい

ない部分について復習する。 

特になければ扱わなかった問題（とりわけ現

在問題となっているもの）を扱う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1116 

２．授業担当教員 御手洗 大輔 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

この科目は私たちの身の回りにある法を再発見し、その役割について説明できるようになることを目的とす

るので、新聞雑誌やニュースが取り上げる内容に関心をもって履修すること。 

７．講義概要 

この講義は、憲法、民法、労働法等、各種の法に関する一般的な約束事や社会生活を送っていくために必
要な基礎的な法の概略を学ぶものである。 

この講義では、法学をはじめて学ぶ学生を主たる対象に、法と社会、法の種類、法解釈等について学習す
るとともに、社会生活に関連する法律として、家族、財産に関する民法等の民事法の概略、犯罪に関する刑
法等の刑事法の概略、労働法などの社会法の一部について学習する。この学習を通じて、法学的な思考法、

いわゆるリーガルマインドを習得する。 
この講義は、法学を専門とするわけではない法学初学者を対象としていますが、学習範囲がかなり広いの

で、深く突っ込んだ議論を行うことは困難であるとともに、かなりのスピードで法律について学んで頂くこ

とになり、また、事前・事後の学習をしっかりと行って頂く必要があります。また、比較的一方方向の講義
になる可能性が高いことも留意して下さい。 

８．学習目標 

１．法学的な思考法、いわゆるリーガルマインドを習得し、法学的に物事を考えることができるようになる。 

２．教科書のポイントを理解し、説明できるようになる。 
３．日々発生している日常的な法律問題について、条文や判例に基づいて問題を整理し、解決できるように

なる。 

４．民法や行政法が規制する内容を理解し、法律問題が生じないように行動することができるようになる。 
５．公務員試験や各種国家試験の法律科目に対応できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・各回のレジュメにある用語について、その意味を調べておくこと。予習したキーワードの意味を確認しな
がら授業を行ない、概念図を完成させてゆく。完成した後に簡単な事例を題材するので、その題材を基にし
て、グループ学習を行う。 
・レポート課題を2回程度、また、理解度に応じてディスカッションを実施する（第1回の講義で告知する）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教 材】○御手洗大輔『授業ノート 法学入門』デザインエッグ社、初版 2020.1。 
【参考書】○田中成明『法学入門』有斐閣、初版 2016.3。 
【参考書】○本沢一善『法学要説』学文社、改訂版 2014.10。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・法学一般の基礎知識を理解し、説明できたか。 

・条文や判例の読み方を修得したか。 

・採用試験で出題される問題に対応しうる知識を身に付けたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（出席、発表、授業態度等）を３０％， 

レポート、小テスト、期末テストなどの結果を７０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

・法学概論をはじめとする法学の講義には「正解」がありません。大切なことは自分の考えについて、法を
通して主張できることと、他人が異なる主張を持つことを認め、より良い法社会について議論する思考を修
得することです。講義の中で様々な主張・考え方に触れることはもちろん、サークルやアルバイトなどの講
義外での様々な機会を積極的に利用して、その視野を広げ、それを講義に還元して下さい。 
・事前学習は「キーワード」の調べ学習と社会勉強。事後学習はグループ学習したことを整理して自分の主
張を文章化しておくことです。疑問や添削などは講義の前後やメールで随時受け付けます。 

13．オフィスアワー 授業前と授業後に行う。また、授業用メール（ yushouxi@live.jp ）で随時受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 
法の一般理論について① 
法とは何か 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「法」について、グループ学習等で学んだこ

とを自分の言葉で文章化しておく。 

第２回 
法の一般理論について② 
法システムの機能と構造 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「法システム」について、グループ学習等で

学んだことを自分の言葉で文章化しておく。 

第３回 
法の一般理論について③ 
現代法とは何か ＋チャレンジ問題①を解く 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「現代法」について、グループ学習等で学ん

だことを自分の言葉で文章化しておく。 

第４回 
法の一般理論について④ 
法の発展と現在 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「法の発展と現在」について、グループ学習

等で学んだことを自分の言葉で文章化して

おく。 

第５回 
法の一般理論について⑤ 
法の強制力とは何か 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「法の強制力」について、グループ学習等で

学んだことを自分の言葉で文章化しておく。 

第６回 
法の一般理論について⑥ 
権利・義務、そして人権 ＋チャレンジ問題②を解く 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「権利・義務」について、グループ学習等で

学んだことを自分の言葉で文章化しておく。 



 

 

第７回 
法の一般理論について⑦ 
刑事司法システムについて 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「刑事司法システム」について、グループ学

習等で学んだことを自分の言葉で文章化し

ておく。＊条文の読み方を意識すること。 

第８回 
法の一般理論について⑧ 
民事司法システムについて(1) ＋チャレンジ問題③ 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「民事司法システム」について、グループ学

習等で学んだことを自分の言葉で文章化し

ておく。＊判例の読み方を意識すること。 

第９回 
法の一般理論について⑨ 
民事司法システムについて(2) ＋ディスカッション 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

ディスカッションを通じて学んだことを自

分の言葉で文章化しておく。＊判例の読み方

を意識すること。 

第１０回 
法律学的方法論① 
紛争処理システムについて 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「紛争処理システム」について、グループ学

習等で学んだことを自分の言葉で文章化し

ておく。＊条文の読み方を意識すること。 

第１１回 
法律学的方法論② 
法的思考とは何か 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「法的三段論法」について、グループ学習等

で学んだことを自分の言葉で文章化してお

く。＊判例の読み方を意識すること。 

第１２回 
法律学的方法論③ 
 正当化の基本構造 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 

「正当化の基本構造」について、グループ学

習等で学んだことを自分の言葉で文章化し

ておく。 

第１３回 
法律学的方法論④ 
 正当化の基本構造 ＋チャレンジ問題⑤に取り組む 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
ディスカッション、グループ学習等で学んだ

ことを自分の言葉で文章化しておく。 

第１４回 
正義論① 
 法の目的について 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「法の目的」について、グループ学習等で学

んだことを自分の言葉で文章化しておく。 

第１５回 
正義論② 
 正義とは何か 

事前学習 
「レジュメ内の用語」についての調べ学習と
社会勉強（時事の確認）を行なう。 

事後学習 
「正義」について、グループ学習等で学んだ

ことを自分の言葉で文章化しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保健科指導法Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 EDHE2348 

２．授業担当教員 河村 明和 

４．授業形態 

◇課題提示→講義→演習・協議等→講義→振り返り など 
＜例１＞ 
導入：講義から自らの課題の把握→展開（演習）：自分の考えをま

とめる→グループでの話し合い→グ 
ループの考えを発表→全体での協議→まとめ：協議と講義のまとめ 
＜例２＞演習（保健科指導法Ⅰで学習した指導法を生かした指導案
の作成と模擬授業） 
導入：講義（健康教育の指導の在り方）→展開（演習）：保健学習
の指導案の作成→実際の学校の授業の参観→中学校３年の『病気の
予防』の指導内容から課題を把握→指導案の作成→模擬授業→全体
協議→まとめ：授業実践、授業の評価とまとめ  

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

(1) 保健学習に関する主要な概念を講義等で理解し、演習・協議等を通じて保健学習の概念を自ら描き、保
健科教諭としての専門性を生かした授業力を高める。 

(2) 保健科指導法Ⅰで学んだ内容を基礎として、保健科教育内容の構成や系統性、学習指導要領の内容の示
し方、教材づくりなどについて学習する。 

(3) 保健科指導法Ⅰで学んだ専門的知識や実践力を踏まえ、教育実習に必要な授業力を身につける 
保健管理と保健教育の違いはもとより、保健学習と保健指導の違いに応じた保健教育を学習する。 

８．学習目標 

(1) 生徒にとって楽しく分かる保健授業を目指した「教育内容、教材、指導方法」などの基礎と応用につい
て、実践的・具体的に身に付けることができる。 

(2) 文部科学省刊「中学校学習指導要領解説 保健体育編」と「高等学校学習指導要領解説 保健体育・体
育編」の保健分野・保健科の内容等について理解したうえで、示された学習指導案形式に則った学習指
導案を作成し模擬授業を行うことができる。 

(3) 保健学習と保健指導の違いに応じた授業の展開を理解し説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

平素の講義と学習指導要領解説書並びに教科書を理解し、次の点を予習することにより、確かな力を身に付
けることができる。 
(1) 次時の学習内容について、教科書を活用して予習することをアサイメントとする。 

(2) 健康教育の課題を見付け、その課題に対する対応策を適宜レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
数見 隆生著『生きる力をはぐくむ保健の授業とからだの学習』農文協。 
森 昭三・和唐 正勝編著『新版 保健の授業づくり入門』大修館書店。 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編』東山書房。 
【参考資料】 

中学校保健体育 現行・新学習指導要領教授用資料新旧対照表 大日本図書（２９年３月公開） 

高等学校保健体育学習指導要領 新旧対応表 第一学者発表資料（２９年３月公開） 
【参考書】 
「高等学校学習指導要領」（平成 29 年 7 月公示 文部科学省） 

「中学校学習指導要領」（平成 29 年 7 月公示 文部科学省） 

 ※ プリント教材等は、随時の授業時に配布しそれを使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 期待されている保健科教育への対応に関する使命感を養うことができたか。 

２ 学習指導要領の目標及び内容について理解し説明できるようになったか。 

３ 知識を活用する学習活動を取り入れるなど、指導方法の工夫ができたか。 

４ 与えられた課題について積極的にグループでディスカッションができたか 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、模擬授業、レポート、指導案、基礎的理解テスト等を総合して

評価する。］ 

１ 授業への積極的参加 ３０％   

２ 模擬授業・指導案・レポート ５０％  

３ 基礎的知識理解テスト ２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

(1) 学びとは自らの課題を知ることである。その課題を自分の課題として捉えたところから学習は始まる。 
(2) 正当な理由のない遅刻、早退、欠席をしないこと。やむを得ず欠席する場合は、書面を提出すること。 
(3) 携帯電話の操作、及び私語は厳禁のこと。 
(4) レポート、アサイメントについては、指定した日までに必ず提出すること。 

(5) 予習するとともに、関心を持って健康教育関係の新聞記事や月刊誌に目を通しておく。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

① 保健科指導法Ⅰを踏まえた学習が行われることを
知る 

② 理論と実践を重ねる授業ができる 

事前学習 
『保健科指導法Ⅱ』用の講義ノートを作成
し、中学校『健康な生活と病気の予防』の単
元における担当分野の候補を決めてくる。 

事後学習 
養護教諭の専門性を生かした保健科指導法

とは如何なるものか考えをまとめる。 

第２回 

保健の授業をめぐる今日的状況と課題 

① 教師主導型の授業からの転換を図る必要性が分か
る 

② 意欲的に学ぶ授業の必要性が分かる 

事前学習 
模擬授業担当の時間の自らの課題を明らか
にしておく。 

事後学習 
生徒中心の授業の視点を明らかにした、模擬

授業の視点を設定する。 

  



 

 

第３回 

２１世紀に求められる新たな『健康の概念』について 
① 健康の捉え方を再度確認できる   
② 自ら健康を求めて実践できる児童・生徒の育成の

仕方が分かる 

事前学習 
養護教諭の立場から、その課題である『健康』
をどのように学習としていくかをまとめる。 

事後学習 
理解と実践を如何に結びつけるかについて、

その考えを本時に添ってまとめる。 

第４回 

わが国の保健教育のあゆみと保健の授業がめざすもの  
① これまでの保健教育の歴史をふり返ることができ

る   
② 科学的な保健学習の重要性が理解できる 

事前学習 
教科書『保健の授業を巡る今日的状況と課題
p.12～』を熟読し、まとめる。 

事後学習 
わが国の保健教育の歩みについて、授業をふ

り返りながらまとめる。 

第５回 
保健の授業で『生きる力』を育てることについて 
① 主体となれる個の健康観について理解できる   
② 自らの身にかかる主体的学習の重要性が分かる    

事前学習 
“保健の授業で『生きる力』『自ら学ぶ力』
を育てるということ pp.32～38まで読んでく
る。 

事後学習 
保健学習の中心的な動機付けと成ポイント

を本時に即して記述する。 

第６回 
養護教諭の築いてきた『からだの学習』について Ⅰ  
① 保健科指導法の推進の効果が分かる   
② 養護教諭の実践の歴史が分かる 

事前学習 
本時から養護教諭の視点に立った保健科指
導法の究明を行う。なぜ体の教師かまとめ
る。 

事後学習 
養護教諭の実践の歴史が誕生したきっかけ

をまとめる。 

第７回 
養護教諭の築いてきた『からだの学習』について Ⅱ  
① 児童・生徒の健康への取り組みが理解できる   
② 養護教諭の実践の価値が分かる 

事前学習 
pp.190～199 を読み、先人の努力についてま
とめる。 

事後学習 
養護教諭の実践の価値について、その実績に

基づきまとめる。 

第８回 
養護教諭の築いてきた『からだの学習』について Ⅲ 
① 学校における健康教育の組織的取り組みが分かる   
② 組織を生かした実践の方法が分かる  

事前学習 
pp.200～220 を読んで、健康教育活性化の手
順を知る。 

事後学習 
保健室経営を充実させる方策を、校内研究の

立場からまとめる。 

第９回 
実際の保健学習について（小学校の授業ＶＴＲによる）  
① 実際の授業例を通して学習の展開の仕方が分かる   
② 実際の授業につながる指導案が立てられる 

事前学習 
模擬授業の担当時間の研究を進め、授業内容
を深める。① 

事後学習 
身にかかる視点から動機付けを行った授業

であったか確かめる。 

第１０回 
実際の保健学習について（授業に基づく研究協議）  
① 実際の授業を基に、よい授業の条件を理解できる   
② よい授業のポイントが分かる 

事前学習 
授業分析の内容を思い出し、中心となる観点
を明らかにしておく。 

事後学習 
本時を“そうか”“そうだ”“そうしよう”の

学習展開でまとめてみる。 

第１１回 

課題学習による授業の進め方について 
① 課題学習の方法を理解できる   
② 生徒の主体性を生かした指導法の一つを理解でき

る 

事前学習 
模擬授業の担当時間の研究を進め、授業内容
を深める。② 

事後学習 
春期に行った自分の模擬授業を、学びの主体

性という観点から分析する。 

第１２回 
ディベートによる学習について Ⅰ 
① ディベートの仕方が分かり、その準備ができる   
② 保健科の指導法の一つが実践できる   

事前学習 
対立点が明確なディベートの課題をもって、
授業に臨めるようにする。 

事後学習 
持論の正当性を堅持すると同時に、対論の弱

点をおさえ、記録しておく。 

第１３回 
ディベートによる学習について Ⅱ 
① ディベートを行い、その評価ができる 
② ディベートのよさが分かった活用ができる 

事前学習 
模擬授業の担当時間の研究を進め、授業内容
を深める。③ 

事後学習 
ディベートの結果について、客観的な評価を

行い、次回に備える。 

第１４回 
ライフスキルに基づく学習について  
① 保健科の指導法の一つが理解できる 
② 実践に即役立つ指導の仕方を知っている 

事前学習 
セルフエスティームについて調べ授業に臨
めるようにする。 

事後学習 
ストレスマネジメントについて明確化し、そ

の実践の方法をまとめる。 

第１５回 
養護教諭による授業の参観と研究協議会の実際 
① 実際の授業を見学し、授業の雰囲気をおさえる   
② 主体的に取り組む分かる授業ができる 

事前学習 
模擬授業の展開に養護教諭の専門性を加え
るとすればそれはどこかを明確にしていく。
① 

事後学習 
ＶＴＲによる授業実践から、授業分析を行い

自分ならどうしたかを記述する。 

第１６回 

模擬授業に向けた教材研究 1    
「中学校学習指導要領解説 保健体育編」と教科書を基
にしながら 
① 学習指導要領の趣旨を理解している 
② 学習指導案の骨子を理解した指導案を作成できる 

事前学習 
保健科の 4単元を概観し、主としたねらいを
明確におさえる。 

事後学習 
特に、“健康と環境”の単元が中学の独自性
である理由を明確にする。 

第１７回 

模擬授業に向けた教材研究 2  
年間指導計画における位置づけと授業時数について 
① 3年間の保健学習の単元が理解できている   
② 年間指導計画の立て方が分かる 

事前学習 
模擬授業の展開に養護教諭の専門性を加え
るとすればそれはどこかを明確にしていく。
② 

事後学習 
ワークシートを解説書を基にして完成させ、
より理解を図る。 

第１８回 

模擬授業に向けた教材研究 3    
生徒実態把握のためのアンケート項目の作成 
① 生徒の思いや願いを考慮した学習指導案の必要性

が分かる   
② 実態に即した指導案が立てられる  

事前学習 
自らの模擬授業にかかわる実態調査項目を
作成しておく。 

事後学習 
実態を分析し、模擬授業の進め方を生徒に沿
った学習とする。 

第１９回 

模擬授業に向けた教材研究 4   
指導目標の設定と評価規準の設定 
① 指導の目標とその評価が作成できる 
② 指導と評価の一体化が図れる 

事前学習 
模擬授業の展開に養護教諭の専門性を加え
るとすればそれはどこかを明確にしていく。
③ 

事後学習 
保健科における授業評価の視点を明らかに
し、自らの指導案を見直す。 



 

 

第２０回 

模擬授業に向けた教材研究 5   
指導方針の決定と指導計画と評価計画の作成 
① 学習指導とその評価計画が立てられる 
② 計画に基づいた指導と評価ができる  

事前学習 
モデル案を参考にしつつ、単元計画の流れの
充実を図る。 

事後学習 
指導と評価が一体のものである理由をまと
め、さらなる模擬授業の充実を図る。 

第２１回 

模擬授業に向けた教材研究 6   
本時の目標と展開の決定 
① 本時の筋を通した展開が計画できる 
② 授業の目標に応じた展開が設計できるようになる 

事前学習 
模擬授業の指導案を作成する。重点とする課
題への対応策を明確にして作成する。① 

事後学習 
目標に準拠した評価ができるように、具体の
評価規準を作成しておく。 

第２２回 

模擬授業に向けた教材研究 7   
板書計画の作成と授業資料の準備 
① 学習の流れが一目で分かる板書ができる   
② 板書計画の作成の仕方が分かる    

事前学習 
板書計画の意義を明確にし、自分の模擬授業
に備える。 

事後学習 
学習した板書の仕方をもとに、自分の模擬授
業の板書計画を作成する。 

第２３回 

模擬授業に向けた教材研究 8   
前時に続き授業資料の準備とテスト問題の作成 
① 授業の展開を支える資料の作成ができる   
② 学習を支える資料が準備できるようになる  

事前学習 
模擬授業の指導案を作成する。重点とする課
題への対応策を明確にして作成する。② 

事後学習 
学習内容にそったテスト問題を作成できた
か、本時を再度見直す。 

第２４回 
保健指導の授業の参観（保健学習との違いを理解する） 
① 保健指導の役割が分かる   
② 保健学習との違いを意識した授業ができる        

事前学習 
保健指導と保健学習の違いを明確にして授
業に臨めるようにする。 

事後学習 
特別活動の学級活動にある共通事項（２）を
確認して、授業のまとめをする。 

第２５回 

模擬授業の実践と授業研究会Ⅰ（「基本的生活習慣 生
活習慣病、睡眠、食事」などから）、powerpointなど視
聴覚機器の有効活用 
① 20分間の模擬授業ができる。授業の評価ができる   
② 教育実習などの授業に生かせる 

事前学習 
授業分析の方法を春期の経験を踏まえて思
い出し、授業者によって明確にして臨む。 

事後学習 
２～３名の模擬授業者の授業のよさと課題
を明確にし、本人に伝える。① 

第２６回 

模擬授業の実践と授業研究会Ⅱ（「喫煙，飲酒，薬物乱
用」などから）、powerpointなど視聴覚機器の有効活用 
① 20分間の模擬授業ができる。授業の評価ができる   
② 教育実習などの授業に生かせる            

事前学習 
授業後の自己評価を聞きながら、指摘すべき
点を明確にした助言を行えるようにする。 

事後学習 
２～３名の模擬授業者の授業のよさと課題
を明確にし、本人に伝える。② 

第２７回 

模擬授業の実践と授業研究会Ⅲ（「心身の機能、心身の
健康」などから）、powerpointなど視聴覚機器の有効活
用 
① 20分間の模擬授業ができる。授業の評価ができる   
② 教育実習などの授業に生かせる 

事前学習 
授業分析の方法を春期の経験を踏まえて思
い出し、授業者によって明確にして臨む。 

事後学習 
２～３名の模擬授業者の授業のよさと課題
を明確にし、本人に伝える。③ 

第２８回 

授業の準備 ティームティーチングの役割分担と資料
作り、powerpointなど視聴覚機器の有効活用 
① 授業の展開を理解でき、自分の役割を身に付ける   

授業の実践に役立つ 
② 授業の諸準備の方法とその内容が分かり、教育実

習には即役立つ。 

事前学習 
学習指導案に沿って６年生児童に分かる授
業を行うための文字カードや模型を作成し
たり、板書計画などを確認しておく。 
グループごとに準備内容を確認し、実際の授
業をするにあたって、必要内容を復唱し合
う。 

事後学習 

第２９回 

授業を行う。２組に分かれ、保健科指導法Ⅱで学んだ力
を生かし、６年生児童を対象に単元『病気の予防』で授
業を行う。 
① 生活習慣病の予防法が『わかり』実践できる心を育

てる  
② どこまで指導力が伸びたか把握することができる 

事前学習 
台詞でつくった指導案を授業イメージに即
しながら自分一人の模擬授業を行う。 
本時の学習を通して、養護教諭として、チー
ムティーチング（特に T2 あるいは T2）の立
場での授業評価を行う。 事後学習 

第３０回 

授業評価を行い、児童の実態に即し、しかも、わかり実
践できる心を育てられたか討議し合い、３年生以降の自
分の努力目標をつくる。 
① 自分の課題を明確にできる。   
② 教育実習など実際の授業につながり、生かせる。 

事前学習 
授業後の自己評価を聞きながら、指摘すべき
点を明確にした助言を行えるようにする。 
保健科指導法ⅠとⅡを学習して生まれた、模
擬授業の指導案を見直し、教育実習で使える
ように、台詞で綴る。 

事後学習 

 



 

 

１．科目名（単位数） ボランティア論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1350 

２．授業担当教員 佐藤 惟 

４．授業形態 講義（ディスカッションを含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日、わが国においてボランティア活動は大きな注目を集めている。阪神・淡路大震災においてボランティ

アの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるようになった。

ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにさ

れてきている。本講義において、福祉ボランティアを中心に、活動の現状と課題を探り、今後ボランティア

コーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学生が、必要な知識を会得するよう、講義、視聴

覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。 

８．学習目標 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになる。 

2．今日のボランティア活動の現状と、そこにおける課題を理解し、説明できるようになる。 

3．実際に行われているボランティア活動のひとつに着目し、深く掘り下げて学習し理解を深める。 

4．ボランティアコーディネーターに求められているボランティア指導の方法を理解することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業で示されたテーマのうち自分の関心のあるものを一つ選び、各自で調べた内容についてパワーポイント
を用いてグループごとにプレゼンテーションを行ってもらう。また、自分のこれまでのボランティア経験を

振り返りレポートを作成する。プレゼンテーションおよびレポートの形式については授業内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
指定しない（プリント資料を毎回配布する）。 

【参考書】 
小倉常明・松藤和生編著『いちばんはじめのボランティア』樹村房、2005。 
巡静一・早瀬昇編『基礎から学ぶボランティアの理論と実際』中央法規出版、1997。 

田中優著『幸せを届けるボランティア 不幸を招くボランティア』河出文庫、2017。 
岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子編『学生のためのボランティア論』大阪ボランティア協会、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになったか。 

2．今日のボランティア活動の現状と、そこにおける課題を理解し、説明できるようになったか。  

3．実際に行われているボランティア活動のひとつに着目し、深く掘り下げて学習し理解を深めることができ

たか。  

4．ボランティアコーディネーターに求められているボランティア指導の方法を理解することができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度 40％ 課題レポート 30％ 期末評価（レポート・試験等）30％  

※ 東京福祉大学の学則（第 36 条）に則り、成績評価に必要な出席時間数を満たしていない受講生の評価は

行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．正当な理由なく授業を欠席・遅刻・早退をしないこと。やむを得ない事情で欠席、遅刻、早退をした場合
はその理由を必ず教師に書面をもって報告すること。 

2．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。     
3．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループ・ディスカッションや意見の発表時には間違いを恐

れず、主体的に取り組むこと。 

4．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 
5．可能な範囲で、自ら積極的にボランティア活動に取り組むこと。施設ボランティアだけがボランティアで

はない。エコキャップや使用済み切手の収集と提供などもボランティアである。 

13．オフィスアワー 授業内で別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス（教員の自己紹介、受講生の自己紹介
―ボランティア体験や関心のあるボランティアについ

て、授業の進め方の説明など） 

事前学習 

これまでの自分のボランティア経験や、ボラ

ンティアについて自分が持っているイメー
ジを書き出しておく。 

事後学習 
自分が関心を持っているボランティア活動

について考え、まとめる。 

第２回 
ボランティア活動の理念、ボランティア活動の現状；
映像視聴 

事前学習 
ボランティア活動の理念および社会の現状

について調べておく。 

事後学習 
学習した内容を整理し、ボランティア活動に

ついて学んだ点をまとめる。 

第３回 東京オリンピック・パラリンピックとボランティア 

事前学習 
東京オリンピック・パラリンピックのボラン
ティアについて調べておく。 

事後学習 
東京オリンピック・パラリンピックのボラン

ティアについて学んだ点をまとめる。 

第４回 外部講師による講演：傾聴ボランティアについて 
事前学習 

電話相談ボランティアや傾聴ボランティア
について調べておく。 

事後学習 講演を聞いて学んだ内容を復習する。 

第５回 教育とボランティア 

事前学習 
教育に関わるボランティアについて調べて
おく。 

事後学習 
教育に関わるボランティアについて授業で

学んだ要点をまとめる。 



 

 

 

第６回 子どもとボランティア 

事前学習 子どものボランティアについて調べておく。 

事後学習 
子どものボランティアについて授業で学ん

だ要点をまとめる。 

第７回 高齢者とボランティア、障害者とボランティア 

事前学習 
高齢者および障害者のボランティアについ
て調べておく。 

事後学習 
高齢者および障害者のボランティアについ

て授業で学んだ要点をまとめる。 

第８回 外国人とボランティア 

事前学習 
外国人を対象としたボランティアについて
調べておく。 

事後学習 
外国人を対象としたボランティアについて

授業で学んだ要点をまとめる。 

第９回 
町内会・自治会とボランティア、ボランティア活動の
実際 

事前学習 

町内会・自治会について調べておく。ボラン

ティアを始めるにあたって留意するべき点
について自分で考え、まとめる。 

事後学習 

町内会・自治会について授業で学んだ要点を

まとめる。ボランティア活動を始めるにあた

って留意すべき点についてまとめる。 

第１０回 
民生委員・児童委員、保護司、その他の地域のボラン
ティア 

事前学習 
民生委員・児童委員および保護司について調
べておく。 

事後学習 
民生委員・児童委員および保護司について授

業で学んだ要点をまとめる。 

第１１回 
ボランティアコーディネーターとボランティアマネジ
メント 

事前学習 
ボランティアを受け入れる立場に立って、ボ

ランティア活動を考えてみる。 

事後学習 
ボランティアコーディネーターに求められ

る能力について考え、まとめる。 

第１２回 
日本におけるボランティアの歴史、海外におけるボラ

ンティアの歴史 

事前学習 
日本および欧米におけるボランティアの起
源や歴史、発展について、調べておく。 

事後学習 
欧米のボランティア活動の歴史的変遷につ

いて、授業で学んだ要点をまとめる。 

第１３回 災害ボランティア；グループ発表① 

事前学習 災害ボランティアについて調べておく。 

事後学習 
災害ボランティアについて授業で学んだ要

点をまとめる。 

第１４回 NPO と企業の社会貢献(CSR)；グループ発表② 

事前学習 
NPO と企業の社会貢献(CSR)について各自
で調べ、簡潔にまとめてくる。 

事後学習 
企業が社会貢献を行うことの意義について、

ポイントをまとめる。 

第１５回 まとめ；グループ発表③ 

事前学習 
これまでに学んだ内容を改めて振り返り、関

心のあるテーマについてまとめておく。 

事後学習 

「人はなぜボランティアを行うのか？」につ

いて考え、自分の経験も踏まえてレポートに

まとめる。 
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１．科目名（単位数） ボランティア論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1330 

２．授業担当教員 中里 哲也 

４．授業形態 講義（ディスカッションを含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日、わが国においてボランティア活動は大きな注目を集めている。阪神・淡路大震災においてボランティ

アの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるようになった。

ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにさ

れてきている。本講義において、福祉ボランティアを中心に、活動の現状と課題を探り、今後ボランティア

コーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学生が、必要な知識を会得するよう、講義、視聴

覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。 

８．学習目標 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになる。 

2．今日のボランティア活動の現状と、そこにおける課題を理解し、説明できるようになる。 

3．実際に行われているボランティア活動のひとつに着目し、深く掘り下げて学習し理解を深める。 

4．ボランティアコーディネーターに求められているボランティア指導の方法を理解することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

秋季学期間中に各学生の興味・関心に応じて、１回以上のボランティア活動（施設の一日行事ボランティア
等）を行い、その内容と成果について授業内で発表するとともに、レポート（報告書）を提出する。 

※レポートは、Ａ４で３枚程度とする。 
※提出は、冬季休校期間明けの最初の授業時とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

岡本榮一 監修、守本友美、河内昌彦、立石宏昭編著『ボランティアのすすめ 基礎から実践まで』ミネルヴ
ァ書房、2005。 
【参考書】 

三本松政之・朝倉美江編『福祉ボランティア論』有斐閣アルマ、2007。 
巡静一・早瀬昇編著 大阪ボランティア協会監修『基礎から学ぶボランティアの理論と実際』中央法規、1997。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになったか。 

2．今日のボランティア活動の現状と、そこにおける課題を理解し、説明できるようになったか。  

3．実際に行われているボランティア活動のひとつに着目し、深く掘り下げて学習し理解を深めることができ

たか。  

4．ボランティアコーディネーターに求められているボランティア指導の方法を理解することができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度 40％ 課題レポート 30％ 期末評価（レポート・試験等）30％  

※ 東京福祉大学の学則（第 36 条）に則り、成績評価に必要な出席時間数を満たしていない受講生の評価は

行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．欠席・遅刻・早退をしないこと。 
2．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。     

3．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループ・ディスカッションや意見の発表時には間違いを恐 
れず、主体的に取り組むこと。 

4．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 

5．学期内にボランティア活動を計画的かつ積極的に行うこと。施設ボランティアだけがボランティアではな 
い。エコキャップや使用済み切手の収集と提供などもボランティアである。 

13．オフィスアワー 原則としては授業の前後。但し、時間を要する場合は双方で相談し、日時や場所を決めましょう。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス（教員の自己紹介、受講生の自己紹介
―ボランティア体験や関心のあるボランティアについ

て、授業の進め方の説明など） 

事前学習 
ボランティアについて自分が持っているイ
メージをまとめる。 

事後学習 
これからやりたいボランティア活動につい

て考え、まとめる。 

第２回 ボランティア活動とは何か 

事前学習 
自分なりに、ボランティア活動とは何かを考
え、まとめる。 

事後学習 
学習した内容を整理し、ボランティア活動に

ついて学んだ点をまとめる。 

第３回 ボランティア活動の歴史と発展 

事前学習 
ボランティアの起源や歴史、発展について、

調べておく。 

事後学習 
ボランティア活動の歴史的変遷について、授

業で学んだ要点をまとめる。 

第４回 ボランティア活動を始めるにあたって 

事前学習 
ボランティア活動を始めるにあたって留意
すべき点について、自分で考え、まとめる。 

事後学習 
ボランティア活動を始めるにあたって留意

すべき点についてまとめる。 

第５回 現場の職員としてボランティアを受け入れる意義 

事前学習 
ボランティアを受け入れる立場に立って、ボ
ランティア活動を考えてみる。 

事後学習 
ボランティアを受け入れる際の実践現場の

メリットやデメリットについてまとめる。 

  



 

 

 

第６回 

外部講師による講義＆演習（予定） 

災害とボランティア（「東日本大震災」等における災害
ボランティア活動）の実践から学ぶ 

事前学習 
阪神・淡路大震災、東日本大震災について調
べておく。 

事後学習 
災害ボランティアについて、学んだ点につい

てまとめる。 

第７回 地域福祉とボランティア 

事前学習 
自分の生活している地域において、自分がで

きるボランティア活動について考える。 

事後学習 
地域福祉を推進していく上で、ボランティア

が果たす役割や意義についてまとめる。 

第８回 高齢者福祉とボランティア 

事前学習 
現在の日本の高齢者の状況について調べて
おく。 

事後学習 
高齢者に関わるボランティア活動について

学んだ点をまとめる。 

第９回 障がい者福祉とボランティア 

事前学習 
ノーマライゼーションについて調べてまと
める。 

事後学習 
障がい者に関わるボランティア活動につい

て学んだ点をまとめる。 

第１０回 子ども家庭福祉とボランティア 

事前学習 
わが国の子どもと家庭を取り巻く課題につ

いて挙げる。 

事後学習 
子どもに関わるボランティア活動について

学んだ点をまとめる。 

第１１回 国際問題、及び環境問題とボランティア 

事前学習 
日本や世界を見渡して、どのような国際問題
や環境問題があるか挙げておく。 

事後学習 
環境に関わるボランティア活動について学

んだ点についてまとめる。 

第１２回 ボランティア活動についての成果発表１ 

事前学習 成果発表の準備をする。 

事後学習 
成果発表の振り返りと、他者のボランティア

活動から学んだ点をまとめる。 

第１３回 ボランティア活動についての成果発表２ 

事前学習 成果発表の準備をする。 

事後学習 
成果発表の振り返りと、他者のボランティア

活動から学んだ点をまとめる。 

第１４回 ボランティア活動についての成果発表３ 

事前学習 成果発表の準備をする。 

事後学習 
成果発表の振り返りと、他者のボランティア

活動から学んだ点をまとめる。 

第１５回 ボランティアコーディネーターの機能と役割 
事前学習 

ボランティアコーディネートについて自分

なりに調べておく。 

事後学習 全 15 回のまとめをおこなう。 
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１．科目名（単位数） マーケティング論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2133 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
本科目履修後に、「経営戦略論」を引き続き履修することが望ましい。 

７．講義概要 
企業は自社の標的市場を確定し、市場需要の創造・開拓・拡大を図るために製品政策、価格政策、チャ

ネル政策、プロモーション政策を展開していることを学ぶ。 

８．学習目標 

１．マーケティング戦略の体系を理解する 

２．マーケティングリサーチの役割りを理解する 

３．４Ｐ（product,price,promotion,place）について理解する 

４．企業の社会的責任について理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

（１）小レポート： マクドナルドとモスバーガーのターゲット顧客層の違いについて、調べてまとめる。 

（２）中間レポート： カサノバCEOが、2014年頃の不祥事で、地に落ちた日本マクドナルドのイメージを
復活させるために、どのような手を打ったのか。調査してまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
和田充夫・恩蔵直人・三浦俊彦著『マーケティング戦略［第 5版］』有斐閣、2016。 

【参考書】 
  村松潤一編著『価値共創とマーケティング』同文舘出版、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．マーケティング戦略の体系について学び、説明できるようになる。 

２．マーケティングリサーチと４Ｐについて、説明できるようになる。 

３．企業の社会的責任について、自ら考えレポート等のまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、期末試験・レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加      ２０％ 

２ 小レポート・中間レポート  ３０％ 

３ 期末試験・レポート     ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

非営利団体である社会福祉組織の経営においても、利用者に対してどのようにマーケティングの観点から
接するのを考えて戦略を構築し実行することが、とても重要になります。教員はビジネスの世界でも研究
者としても、マーケティングを活動の中心テーマとしてきました。その経験もふまえて、できるだけ現実

的で分かりやすい授業を心がけます。皆さんの将来の現場で役に立つマーケティングの基礎知識を身に付
けることができますので、色々な事例に触れつつ理解を深めてください。 

13．オフィスアワー 授業中に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 マーケティングとは何か 
事前学習 

シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじ
め理解しておく。 

事後学習 序章・第 1勝を読んで、学習内容を復習しまとめる。 

第２回 事業領域とターゲット市場の選択 

事前学習 
第 2章・第 3勝を読んで、学習内容についてあらかじ
め理解しておく。 

事後学習 
マクドナルドとモスバーガーのターゲット顧客層の違

いを分析して、小レポートとしてまとめる。 

第３回 市場分析 

事前学習 
第 4章を読んで、学習内容についてあらかじめ理解し
ておく。 

事後学習 市場調査の手法について、まとめて理解を深めておく。 

第４回 消費者行動調査 

事前学習 
第 5章を読んで、学習内容についてあらかじめ理解し
ておく。 

事後学習 
自分の消費者としての行動を考察して、学習内容を当

てはめて、整理してまとめる。 

第５回 競争分析 

事前学習 
第 6章を読んで、学祝内容についてあらかじめ理解し

ておく。 

事後学習 
新しい競争の展開方法としての OEM について、トヨ

タ自動車の事例などをみてまとめる。 

第６回 製品（Product） 

事前学習 
第 8章を読んで、学祝内容についてあらかじめ理解し
ておく。 

事後学習 
マーケティングの 4p の内の Product について、学習

内容を基に、その要素について整理しまとめる。 

第７回 価格（Price） 

事前学習 
第 9章を読んで、学祝内容についてあらかじめ理解し
ておく。 

事後学習 学習した損益分岐点分析について、まとめる。 



 

 

第８回 コミュニケーション（Promotion） 

事前学習 
第 10 章を読んで、学祝内容についてあらかじめ理解
しておく。 

事後学習 
興味のある企業について、そのコミュニケーション戦

略について、調べてまとめる。 

第９回 流通チャネル（Place） 

事前学習 
第 11 章を読んで、学祝内容についてあらかじめ理解
しておく。 

事後学習 
しまむらとユニクロなど色々な企業の流通チャネルに

おける方針の違いについて、調べてまとめる。 

第１０回 中間まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不足して
いる部分について教員に質問できるようにする。 

事後学習 

マクドナルドのカサノバ CEO が 2014 年の不祥事から

復活するためにどのような手を打ったのか、調べてマ

ーケティングの観点からまとめて、中間レポートとし

て提出する。 

第１１回 伝統的なサービス・マーケティング理論 

事前学習 
第 13章を読んで、サービス・マーケティングについて
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 
伝統的なサービス・マーケティング理論の概要を整理

しまとめる。 

第１２回 サービス・ロジックとマーケティング研究 

事前学習 
前回の課題を基に、新しいサービスの捉え方を考えて
みる。 

事後学習 
価値共創概念について、ディズニーの事例などの学習

内容を基に、その概要を整理しまとめる。 

第１３回 価値共創型企業システムとマーケティング 

事前学習 
前回の学習内容を基に、新しいマーケティング理論の

必要性を考えてみる。 

事後学習 
価値共創型企業システムについて、天草エアラインな

ど学習内容を基に、その概要を整理しまとめる。 

第１４回 ソーシャル・マーケティング 

事前学習 
第 14 章を読んで、学習内容についてあらかじめ理解
しておく。 

事後学習 
企業の社会的責任と社会貢献について、学習内容を基
に、その概要を整理しまとめる。 

第１５回 総まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分で
あった部分を抽出し教員に質問できるようにする。 

事後学習 
期末試験に向けて、今回の学習内容を基にレビューの

予定を立て、実行する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） マーケティング論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2133 

２．授業担当教員 田中 正秀 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
本科目履修後に、「経営戦略論」を引き続き履修することが望ましい。 

７．講義概要 
企業は自社の標的市場を確定し、市場需要の創造・開拓・拡大を図るために製品政策、価格政策、チャネ

ル政策、プロモーション政策を展開していることを学ぶ。 

８．学習目標 

１．マーケティング戦略の体系を理解する 

２．マーケティングリサーチの役割りを理解する 

３．４Ｐ（product,price,promotion,place）について理解する 

４．企業の社会的責任について理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（１）マクドナルドのマーケティング戦略について考える。 

（２）自社の売り上げの一部を寄付している会社、地域貢献をしている会社の活動内容を調べてみる。 
（３）身近な社会福祉法人の特徴について調べてみる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】野上真一『マーケティング用語図鑑』新星出版社 
【参考書】 なし 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．マーケティング戦略の体系について学び、説明できるようになる。 

２．マーケティングリサーチと４Ｐについて、説明できるようになる。 

３．企業の社会的責任について、自ら考えレポート等のまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、期末試験・レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加      ２０％ 

２ 小レポート・中間レポート  ３０％ 

３ 期末試験・レポート     ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 
②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 
③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 

④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 
⑤課題の提出期限を厳守すること。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 第１章 マーケティングの概念と役割 

事前学習 
企業経営におけるマーケティング役割につ
いてまとめること。 

事後学習 
マーケティング重視の背景と適用の拡大に

ついてまとめること。 

第２回 
第２章 マーケティング戦略：マネジリアルマーケティ

ングの成立経過と展開 

事前学習 
マネジリアルマーケティングの成立経過に

ついて読みまとめること。 

事後学習 
マーケティング戦略の展開についてまとめ

ること。 

第３回 第２章 マーケティング戦略：マーケティングミックス 

事前学習 
製品、場所、プロモーション、価格について
まとめること。 

事後学習 競争対応を読みまとめること。 

第４回 第３章 製品情報 

事前学習 製品の意義と分類についてまとめること。 

事後学習 
サービスマーケティングについてまとめる

こと。 

第５回 
第４章 ブランド情報：第１節ブランドの定義、第２節

ブランド商標、製品開発とブランド構築 

事前学習 
ブランドの定義と役割についてまとめるこ

と。 

事後学習 
製品開発とブランド構築の関係についてま

とめること。 

第６回 第４章 ブランド情報：ブランドエクイティ 
事前学習 

ブランドエクイティの概要についてまとめ
ること。 

事後学習 ブランド戦略についてまとめること。 

第７回 第５章 価格情報 

事前学習 
価格決定の基本的な方法についてまとめる
こと。 

事後学習 価格政策についてまとめること。 



 

 

第８回 第６章 チャネル情報 

事前学習 チャネル役割についてまとめること。 

事後学習 チャネル政策についてまとめること。 

第９回 第７章 プロモーション情報 

事前学習 
広告・パブリシティ・広報の意味についてま
とめること。 

事後学習 広告の機能と種類についてまとめること。 

第１０回 第８章 マーケティング情報 

事前学習 
マーケティング情報システムについてまと
めること。 

事後学習 
マーケティングリサーチの研究系譜につい

てまとめること。 

第１１回 第９章 マーケティングリサーチの役割 

事前学習 
マーケティングリサーチの範囲についてま
とめること。 

事後学習 
マーケティングリサーチの役割についてま

とめること。 

第１２回 
第１０章 マーケティングリサーチの範囲 
第１１章 マーケティングリサーチの方法 

事前学習 
マーケティングリサーチの範囲についてま

とめること。 

事後学習 
マーケティングリサーチの方法についてま

とめること。 

第１３回 
第１２章 調査票の設計 
第１３章  標本調査 

事前学習 質問文の注意点についてまとめること。 

事後学習 標本数の決め方についてまとめること。 

第１４回 
第１４章 データ分析と調査結果の報告、 
第１５章 マーケティング課題と展望 

事前学習 データ分析の要点についてまとめること。 

事後学習 
調査結果の報告書の注意点についてまとめ
ること。 

第１５回 補論１ コーズリレーテッドマーケティング 

事前学習 
コーズリレーテッドマーケティングについ
てまとめること。 

事後学習 
コーズリレーテッドマーケティングの課題

についてまとめること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） マーケティング論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2133 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
本科目履修後に、「経営戦略論」を引き続き履修することが望ましい。 

７．講義概要 
企業は自社の標的市場を確定し、市場需要の創造・開拓・拡大を図るために製品政策、価格政策、チャネ

ル政策、プロモーション政策を展開していることを学ぶ。 

８．学習目標 

１．マーケティング戦略の体系を理解する 

２．マーケティングリサーチの役割りを理解する 

３．４Ｐ（product,price,promotion,place）について理解する 

４．企業の社会的責任について理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（１）自社の売り上げの一部を寄付している会社、地域貢献をしている会社の活動内容を調べてみる。 

（２）身近な社会福祉法人の特徴について調べてみる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
野口智雄著『マーケティングの基本』日本経済新聞社、2017。 

【参考書】 

  西田安慶・城田吉孝 編著『マーケティング戦略論第 2版』学文社、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．マーケティング戦略の体系について学び、説明できるようになる。 

２．マーケティングリサーチと４Ｐについて、説明できるようになる。 

３．企業の社会的責任について、自ら考えレポート等のまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、期末試験・レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加      ２０％ 

２ 小レポート・中間レポート  ３０％ 

３ 期末試験・レポート     ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

生は、下記のことを守ること。 
①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 
②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 
④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 
⑤課題の提出期限を厳守すること。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

（マーケティングとは） 

事前学習 マーケティングとは何か考える。 

事後学習 マーケティングの定義について理解する。 

第２回 
マーケティングの考え方（１） 
（マーケティングコンセプト、顧客志向） 

事前学習 顧客志向について読みまとめること。 

事後学習 
マーケティングコンセプトについてまとめ

ること。 

第３回 

マーケティングの考え方（２） 
（ソーシャルマーケティング、マーケティングミック
ス、マーケティング計画） 

事前学習 
マーケティングミックスについてまとめる
こと。 

事後学習 主なマーケティングの手段をまとめること。 

第４回 

ディスカッション 
（ソーシャルマーケティングに関するディスカッショ

ン） 

事前学習 企業の社会的責任について考える。 

事後学習 
非営利組織のマーケティング戦略について

まとめる。 

第５回 

市場のつかみ方（１） 

（マーケット・セグメンテーション、市場ポジショニン
グ、ターゲット・マーケティング） 

事前学習 企業活動の影響要因についてまとめる。 

事後学習 対象市場の明確化についてまとめる。 

第６回 

市場のつかみ方（２） 
（マーケティングリサーチ、エリアマーケティング、グ
ローバルマーケティング、SNSマーケティング） 

事前学習 
マーケットリサーチとマーケティングリサ
ーチの違いを考える。 

事後学習 ビッグデータの構造についてまとめること。 

第７回 
ディスカッション 
（SNSマーケティングに関するディスカッション） 

事前学習 SNSとは何かについてまとめること。 

事後学習 
ネットコミュニティーを活用した市場創造

活動についてまとめること。 

第８回 
製品管理の方法（１） 

（新製品開発プロセス、製品計画、計画的陳腐化） 

事前学習 製品を構成する要素についてまとめること。 

事後学習 製品の買い替え需要についてまとめること。 

第９回 
製品管理の方法（２） 
（製品ポートフォリオ、ブランディング、サービス商品） 

事前学習 
製品ポートフォリオの意味についてまとめ

ること。 

事後学習 ブランドの機能についてまとめること。 

第１０回 
価格の設定方法 

（心理的価格設定、プライス・リーダー、リベート） 

事前学習 製品の価値についてまとめること。 

事後学習 
市場浸透価格と上層吸引価格の違いについ

てまとめること。 



 

 

第１１回 
チャネルの構築方法（１） 
（チャネルの構築規準、類型、SCM） 

事前学習 
製品の流通経路とは何か考え、まとめるこ
と。 

事後学習 
供給システムの全体最適についてまとめる

こと。 

第１２回 
チャネルの構築方法（２） 
（卸売機能原理、POS・EOS、ダイレクトマーケティング） 

事前学習 卸売業の働きについてまとめること。 

事後学習 
個人データに基づく市場創造についてまと

めること。 

第１３回 

コミュニケーションの実施方法（１） 

（プッシュ戦略・プル戦略、CRM、広告機能、購買決定
モデル） 

事前学習 
マーケティング・コミュニケーションについ
て調べてみること。 

事後学習 
プッシュ戦略とプル戦略のプロセスを比較

しまとめること。 

第１４回 
コミュニケーションの実施方法（２） 
（マスメディア・ミックス、セールスプロモーション） 

事前学習 マスメディアについてまとめること。 

事後学習 
マスメディア・ミックスについてまとめるこ

と。 

第１５回 マーケティングの今日的戦略論 

事前学習 
現代のマーケティング戦略についてまとめ
る。 

事後学習 
ディスカッションで示されたマーケティン

グ戦略について理解する。 

期末試験 

 



 

１．科目名（単位数） マルチメディアと学習環境 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3335 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
マルチメディアの教育利用について、教科書に基づいて過去の実例から学ぶ。また、コンピュータを利用

したデジタル教材作成の演習を通して、マルチメディアと学習環境について理解を深める。 

８．学習目標 
情報化社会における学習環境について学び、マルチメディアに関わる最新技術や学習システムなどについ

て深く理解し、活用することを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

マルチメディアを活用した学習環境の事例を収集し、その中から興味を持ったものを選択して分析・考察を

行う。調査の成果はレポートにまとめ、発表会で発表・ディスカッションを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

高橋純・寺嶋浩介編著『初等中等教育における ICT 活用（教育工学選書Ⅱ 9）』ミネルヴァ書房、2018。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

近藤勲・堀田龍也・野中陽一・黒上晴夫『教育メディアの開発と活用（教育工学選書 7）』ミネルヴァ書房、

2015。 

原田恵理子・森山賢一編著『ICT を活用した新しい学校教育』北樹出版、2015。 

日本教育方法学会編『デジタルメディア時代の教育方法』図書文化、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で扱うマルチメディアの教育活用に関する内容について理解しているか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

科目名に含まれる「マルチメディア」や「学習環境」という言葉はそれぞれ広い概念を指すものであり、文

脈によっては異なる言葉で表記されることも多い。しかし、本科目を学ぶ上ではそのような細かい違いはあ

えて考慮せず、類似する概念も含めて幅広い視野で考察する。 

教科書の全 9章のうち、第 1章については教員による解説に基づいた講義や議論を行う。第 2～9章について

は、受講生ごとにテーマ（章）を割り当て、発表レジュメをまとめて授業で発表およびディスカッションを

行う。レジュメについては教科書の内容を土台としつつ、その他の様々な資料を組み合わせた深みのあるも

のを求めるので、単に教科書の内容を要約しただけのものや、ネット上の情報をコピペ（コピー＆ペースト）

しただけのものでは不十分である。メディアと社会の関係についての前提知識がない受講生にも理解しやす

い発表を目指し、教科書の内容の前提となる基礎知識についても丁寧に解説してほしい。 

期末レポートでは、自分が発表を担当した章以外のテーマについて意見を述べなければならないので、毎回

の授業におけるディスカッションに積極的に参加することが、期末レポートの質を向上させる近道でもある。

自分の担当回以外の授業についても、熱意を持って積極的に参加すること。 

教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専門用語等が

多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解することができる学

習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

我が国における ICT 系譜 (1) 

1990 年代までの系譜 

事前学習 

「マルチメディアと学習環境」という科目名

を聞いて、あるいはこのシラバスを読んで感

じたことを整理しておく。 

教科書の第 1 章を、前半部分を中心に読んで

おく。 

事後学習 

「マルチメディア」や「学習環境」、「ICT」

というキーワード、ならびにそれらに類似す

る概念について、それぞれ説明できるように

なる。 

第２回 
我が国における ICT 系譜 (2) 

2000 年代以降の系譜 

事前学習 教科書の第 1 章を再読しておく。 

事後学習 
我が国における ICT の系譜について、自分な

りに年表等で整理する。 

第３回 ICT 活用の分類 

事前学習 教科書の第 2 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 



 

第４回 教員による ICT 活用 

事前学習 教科書の第 3 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第５回 児童生徒による ICT 活用 

事前学習 教科書の第 4 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第６回 ICT 活用の効果 

事前学習 教科書の第 5 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第７回 
ディスカッション：マルチメディアや ICT を活用した

学習環境の在り方 

事前学習 
教科書の第 1 章～第 5 章を再読し、どのよう

なことを学んできたか復習しておく。 

事後学習 

ディスカッションの内容を元に、これまでの

学習内容を再復習し、第 6 章以降に対する学

習姿勢を見直す。 

第８回 教員養成や教員研修における ICT 活用指導力の向上 

事前学習 教科書の第 6 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第９回 学校や教室における ICT 環境整備 

事前学習 教科書の第 7 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１０回 諸外国における ICT 活用の動向 

事前学習 教科書の第 8 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１１回 ICT 活用の展望 

事前学習 教科書の第 9 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１２回 
マルチメディアを活用した学習環境の事例分析 (1) 

事例の収集と分析対象の検討 

事前学習 
教科書全体を再読し、特に興味を持ったテー

マについての情報等を収集しておく。 

事後学習 
分析対象についての情報収集を継続的に実

施する。 

第１３回 
マルチメディアを活用した学習環境の事例分析 (2) 

事例の分析 

事前学習 
レポート作成に必要な参考文献等を収集し、

読んでおく。 

事後学習 
調査レポートに必要な情報を整理し、不足す

るものがあれば追加収集する。 

第１４回 
マルチメディアを活用した学習環境の事例分析 (3) 

事例についての調査レポート作成 

事前学習 
レポート作成に必要な参考文献等を収集し、

読んでおく。 

事後学習 調査レポートを完成させ、提出する。 

第１５回 
まとめ 

これからの学習環境とマルチメディア 

事前学習 
これまでの学習内容を振り返り、復習してお

く。教科書を改めて通読しておく。 

事後学習 

学習環境の変化とマルチメディアの関係に

ついて、本科目の学習内容を踏まえて自分な

りの考えを持つ。 

 



 

 

１．科目名（単位数） マルチメディア表現Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT2333 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「マルチメディア表現Ⅰ」の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

マルチメディア表現 I では、音声・楽音及び 2 次元静止画像について学んだが、それらの基礎技術を基に

して、本講義では、動画像及び 3 次元コンピュータグラフィックス（CG）について学ぶ。先ず動画像に関し

ては、2 次元動画像の表現法、圧縮法、及び編集法について学ぶ。つづいて 3 次元 CG に関しては、3 次元物

体の表現法及び、3 次元 CG 作成の原理について学ぶ。そして、マルチメディア表現 I、Ⅱで学んできた個別

の要素技術を総動員して、具体的に 3次元 CGを作成する。 

８．学習目標 

１．2次元動画像の表現法、圧縮法、及び編集法について学ぶ。 

２．3次元物体の表現法及び、3次元CG作成の原理について学ぶ。 

３．マルチメディア表現I、Ⅱで学んできた個別の要素技術を総動員して3次元CGを作成する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１． 自分で定めたテーマに沿って2次元動画像作品を作成する。 

２． 自分で定めたテーマに沿って3次元CGモデルを作成し、そのCGをキャラクター等として取り入れた4コマ
マンガ作品を作成する。 

いずれの作品についても鑑賞会で発表し、受講生同士で相互評価を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
今井崇雅『ファーストステップ マルチメディア』近代科学社、2017。 
原田大輔『新メタセコイアからはじめよう！』技術評論社、2009。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

眉村雅人『基礎からの MPEG：ビデオフォーマットの仕組みを徹底解説！」工学社、2013。 

インターフェース編集部『ディジタル画像技術事典 200：動画/静止画/加工/認識/圧縮/伝送/表示/ライブラ

リ/評価/レンズ…』CQ出版、2015。 

大河原浩一『初心者のためのメタセコイア 4クイックリファレンス』ビー・エヌ・エヌ新社、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．2 次元動画像の表現法、圧縮法、及び編集法について、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．3 次元物体の表現法及び、3 次元 CG 作成の原理について、基本的事項を理解し、説明できるか。 

３．自分なりの 3 次元 CG 作品を作成できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．平常点(授業への積極的な参加・小テスト・レポート等) 50％ 

２．最終考課(テストもしくは最終課題) 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「マルチメディア表現Ⅰ」では音声信号と 2次元静止画像の処理について学んだが、「Ⅱ」ではその発展とし

て、2次元動画像や 3次元画像（3次元 CG）を扱う。 

動画や CGは今や様々な場面で目にするようになった。それらがどのような理論で成り立っており、どのよう

にすれば作成できるのか、理論と演習の両面から学んでいく。素材をただ加工して楽しむだけでなく、その

背後にある技術についても深く理解することを目指す科目である。 

最終考課は期末試験ではなく、授業内で作成し鑑賞会で相互評価する課題を複数課す。各課題の合計点を最

終考課の得点として扱う。 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

授業の教材や課題等は学生の理解度に合わせたものを準備しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専

門用語等が多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解すること
ができる学習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付
ける（原則として要予約）。 
メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 
マルチメディアとは何か 

音声信号と 2次元静止画像の処理に関する復習 

事前学習 
「マルチメディア表現Ⅰ」で学んだ内容を思
いだし、どのようなことを学び、演習したか
復習しておく。 

事後学習 
音声信号と 2次元静止画像の処理について説

明できるようになる。 

第２回 

2次元動画像処理の基礎(1) 
2次元動画像の表現法、圧縮法 
MPEGの基礎 

事前学習 
動画像を扱うためのファイル形式にはどの
ような種類があるか調べておく。特に MPEG
についてはその種類についても調べる。 

事後学習 

授業中で学習した各種動画ファイル形式に

ついて、それぞれの特徴を説明できるように

なる。 

第３回 
2次元動画像処理の基礎(2) 
MPEG動画の使い方、「H.265」の概要 

事前学習 
教科書『ファーストステップ マルチメディ
ア』の第 5章を読んでおく。 

事後学習 

MPEG 動画の種類ごとの特徴と、H.265 等の

比較的あたらしい形式についてそれらの活

用事例について自分なりに整理する。 



 

 

第４回 
2次元動画像の作成 (1) 
動画のテーマ選定とストーリー検討 

事前学習 
自分が作成したい動画作品のテーマや、動画
全体のストーリーについてアイデアを整理
しておく。 

事後学習 
動画作品のストーリーをワークシートにま

とめる。 

第５回 
2次元動画像の作成 (2) 
動画素材の撮影 

事前学習 
作品の素材としてどのような動画を撮影す
ればよいか検討し、撮影に必要な機材や小道
具等を準備しておく。 

事後学習 
作品作成のために必要な動画がそろってい

ない場合は、追加で撮影する。 

第６回 
2次元動画像の作成 (3) 
動画ファイルの編集 

事前学習 
動画編集ソフトウェアの利用方法を確認し
ておく。 

事後学習 
動画ファイルの編集を継続し、作品を完成さ

せる。 

第７回 
2次元動画像の作成 (4) 
動画作品の鑑賞会と相互評価 

事前学習 
作品鑑賞会に向けて、作品や発表の最終確認

をする。 

事後学習 
相互評価を元に、自分の動画作品の改良点に

ついて考察し、実際に改良する。 

第８回 
3次元 CGを活用したマンガ作品の作成 (1) 

マンガ作成ソフトウェアの使い方 

事前学習 

近年のマンガ作品で活用されている作成用
ソフトウェアにはどのようなものがあるか

調べておく（有料の製品も多いため、使用は
しなくてよい）。 

事後学習 

授業で体験したマンガ作成ソフトウェアを

自分のパソコンにもインストールし、使い方

を復習する。 

第９回 
3次元 CGを活用したマンガ作品の作成 (2) 
マンガ作品（練習課題）の作成 

事前学習 
マンガ作品（練習課題）として作成したいテ
ーマを考えておく。 

事後学習 

自分のパソコンでいろいろな作品を試作し、

3 次元 CG を活用したマンガ作品の可能性に

ついて検討する。 

第１０回 
3次元 CGのモデリング演習(1) 

3次元 CGモデリングソフトウェアの使い方 

事前学習 
3次元 CGモデリングの基礎について、自分な
りに書籍やインターネット等を使って予習
しておく。 

事後学習 

授業で体験した 3 次元 CG モデリングソフト

ウェアを自分のパソコンにもインストール

し、使い方を復習する。 

第１１回 
3次元 CGのモデリング演習(2) 
3次元 CGモデルのテーマ選定と作成の開始 

事前学習 
3次元CGモデルとして作成したいテーマを考
えておく。 

事後学習 

自分の作品を完成させるために不足してい

る知識やスキルがあれば、自分で調べて習得

する。 

第１２回 
3次元 CGのモデリング演習(3) 

3次元 CGモデルの作成 

事前学習 
自分が作成する 3 次元 CG モデルを作成する
ために必要なスキルについて確認しておく。 

事後学習 
3 次元 CG モデルの編集を継続し、作品を完

成させる。 

第１３回 
3次元 CGのモデリング演習(4) 
3次元 CGモデル作品の鑑賞会と相互評価 

事前学習 
作品鑑賞会に向けて、作品や発表の最終確認
をする。 

事後学習 

相互評価を元に、自分の 3 次元 CG モデル作

品の改良点について考察し、実際に改良す

る。 

第１４回 
3次元 CGを活用したマンガ作品の作成 (3) 

自作 3Dモデルを使ったマンガ作品（本課題）の作成 

事前学習 
マンガ作品に自作 3D モデルを取り込む方法
について、自分で調べておく。 

事後学習 作品鑑賞会に向けて作品を完成させる。 

第１５回 

3次元 CGを活用したマンガ作品の作成 (4) 
本課題作品の鑑賞会と相互評価 
講義のまとめ 

事前学習 
作品鑑賞会に向けて、作品や発表の最終確認
をする。 

事後学習 
相互評価を元に作品を修正し、最終課題とし

て提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） メディア社会論 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT2306 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年、若者から高齢者までの多くの人が、スマートフォンや携帯電話などのモバイル機器を使って、電話

やインターネットによる情報収集・検索などを行っている。それは、コンピュータやネットワークの技術開

発やインフラ整備により、我々の生活スタイルが大きく変わってきていることを示す一例である。本講義で

は、メディアと社会との関わりについて、具体的な社会現象や研究事例を通して考えていく。 

８．学習目標 
メディアが社会にもたらした影響やメディア技術について理解し、日常生活や今日の情報社会に応用でき

る知識を身につけることを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書の各章を割り当て、発表レジュメをまとめて授業で発表およびディスカッションを行うという、輪講
形式で授業を行う。 
期末レポートは、自分が発表を担当した章以外のテーマについて簡潔に要点を整理し、それらに対する自分

の意見を述べる形式で出題する。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
辻泉・南田勝也・土橋臣吾編『メディア社会論』（有斐閣ストゥディア）有斐閣、2018。 

【参考書】 
吉見俊哉『メディア文化論：メディアを学ぶ人のための 15話 改訂版』有斐閣、2012。 
春原昭彦・武市英雄『ゼミナール日本のマス・メディア 第 3版』日本評論社、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

メディアが社会にもたらした影響やメディア技術について理解し、日常生活や今日の情報社会に応用できる

知識を身につけることができる。 

○評定の方法 

出席状況や授業への取り組み、課題提出、期末レポートにより総合的に評価する。 

授業参加 30％、課題 40％、期末レポート 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教科書の全 11章のうち、第 1章については教員による解説に基づいた講義や議論を行う。第 2～11章につい
ては、受講生ごとにテーマ（章）を割り当て、発表レジュメをまとめて授業で発表およびディスカッション

を行う。レジュメについては教科書の内容を土台としつつ、その他の様々な資料を組み合わせた深みのある
ものを求めるので、単に教科書の内容を要約しただけのものや、ネット上の情報をコピペ（コピー＆ペース
ト）しただけのものでは不十分である。メディアと社会の関係についての前提知識がない受講生にも理解し

やすい発表を目指し、教科書の内容の前提となる基礎知識についても丁寧に解説してほしい。 
期末レポートでは、自分が発表を担当した章以外のテーマについて意見を述べなければならないので、毎回
の授業におけるディスカッションに積極的に参加することが、期末レポートの質を向上させる近道でもある。

自分の担当回以外の授業についても、熱意を持って積極的に参加すること。 
教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専門用語等が
多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解することができる学

習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 
メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション、発表テーマ（章）の割り当て 
メディア社会論のために (1) 
メディア「社会」論とは何か 

事前学習 
教科書の第 1章第 1節を読んでおく。余裕が

あれば第 2・3節も読んでおく。 

事後学習 

発表レジュメの書き方や発表の方法等につ

いて理解し、自分の担当章の読解、資料収集、

レジュメ作成や発表準備を開始する。 

第２回 
メディア社会論のために (2) 

変容するメディア社会／メディア「社会」論は可能か 

事前学習 
教科書の第 1 章第 1 節を再読し、第 2・3 節

を読んでおく。 

事後学習 

メディアやメディア社会論について、その定

義を自分なりの言葉でわかりやすく説明で
きるようになる。 

第３回 
調査発表・ディスカッション(1) 

ネットワーク化の来歴 

事前学習 教科書の第 2章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第４回 
調査発表・ディスカッション(2) 

モバイル・デバイスの来歴 

事前学習 教科書の第 3章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第５回 
調査発表・ディスカッション(3) 

コンテンツ・メディアの来歴 

事前学習 教科書の第 4章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 



 

 

第６回 
調査発表・ディスカッション(4) 
ソーシャル・メディアの功罪 

事前学習 教科書の第 5章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第７回 
調査発表・ディスカッション(5) 
デジタル・コンテンツの功罪 

事前学習 教科書の第 6章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第８回 
調査発表・ディスカッション(6) 
ネット広告の功罪 

事前学習 教科書の第 7章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第９回 
調査発表・ディスカッション(7) 
ユビキタス／ビッグデータの功罪 

事前学習 教科書の第 8章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１０回 
調査発表・ディスカッション(8) 
変わりゆくリアリティ 

事前学習 教科書の第 9章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１１回 
調査発表・ディスカッション(9) 
変わりゆくコンテンツ 

事前学習 教科書の第 10章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１２回 
調査発表・ディスカッション(10) 
変わりゆくテクノロジー 

事前学習 教科書の第 11章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１３回 ディスカッション：これからのメディア社会 

事前学習 
教科書全体を再読し、これまでの学習内容を
復習しておく。 

事後学習 
ディスカッションの内容を踏まえて、自分な

りの「メディア社会論」を考える。 

第１４回 

メディア社会論のまとめ 
興味を持ったトピックについての発展学習 (1) 

テーマの選定と資料収集・分析 

事前学習 
教科書全体を再読し、特に興味を持ったテー

マについての情報等を収集しておく。 

事後学習 
選択したテーマについてのレポート作成を

継続する。 

第１５回 

授業のまとめ 
興味を持ったトピックについての発展学習 (2) 
レポートの完成と提出 

事前学習 
レポート作成に必要な参考文献等を収集し、
読んでおく。 

事後学習 
選択したテーマについてのレポートを完成

させ、期末レポートとして提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
免疫学概論 （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2318 

２．授業担当教員 根岸 祥子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 免疫系は、いろいろな細胞がさまざまな手段を駆使して働いている生体防御のための複雑なシステムであ

る。微生物や寄生虫などの感染に対して、抵抗力と防御力を与えるのが免疫系である。感染性の病原体に対

する免疫系の対応は、生存のために必須のものであり、生得的なシステムと、後天的に獲得されるものがあ

る。 

 本授業では、免疫系の基本的システム、免疫系と健康、免疫異常と病気について学び、生体防御システム

の知識を深める。 

８．学習目標 

以下について学び、説明できるようになることを学習目標とする。 

１．免疫とは何かについて学ぶ。 

２．免疫系がどのようにはたらくのか学ぶ。 

３．免疫系の反応について学ぶ。 

４．免疫系の異常と疾病について学ぶ。 

５．免疫系に影響を及ぼす因子について学ぶ。 

６．正常な免疫系を維持する要素について学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．免疫現象について、例を示しながら、400字以内にまとめなさい。第2回講義の終了1週後に提出すること。 

２．IgM、IgGとS-IgAに特徴的な生物学的性状及びそれらの機能について800字以内にまとめなさい。第8回講

義の終了1週後に提出すること。 

３．ウイルス及び毒素に対する中和抗体の作用機序について400字以内にまとめなさい。第11回講義の終了1

週後に提出すること。 

４．Ｉ型アレルギーの発現機序及び代表的なアレルゲンである花粉、食物ならびに昆虫毒について500字以内

にまとめなさい。第13回講義の終了１週後に提出すること。 

  （レポートはＡ４サイズの用紙に横書きとすること。これらを討議にも用いる。） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】鈴木隆二 著『カラー図解 免疫学の基本がわかる事典 第１版』西東社、2015。 

【参考書】山元 弘 編『ベーシック薬学教科書シリーズ 10 免疫学 第 2版』化学同人、2017。 

          齋藤 紀先著『休み時間の免疫学』第 3版 講談社、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．免疫の基本である自己と非自己について理解しているか。 

２．生体の防御システムについて、理解しているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加（授業態度、発言）      30％ 

 ２．課題レポート・発表               30％ 

 ３．期末試験                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．最高学府の学生に相応しい主体的な学習活動を実践されるよう期待します。 

２．講義中に質問の機会をもうけますので、不明な点があれば講義の中で質問をして理解することに努めて

ください。 

３．講義中の私語及び携帯電話・スマートフォン等の使用は禁止します。 

４．レポートは簡潔にまとめ、必ず〆切までに提出してください。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 免疫(学)の歴史と概要 

事前学習 
教科書の pp.12～23を読み、理解できない箇

所を明らかにしておく。 

事後学習 
免疫とはどのような機能であるかを整理す

る。 

第２回 免疫に関与する臓器と細胞 
事前学習 

教科書の pp.24～27、36～41を読み、概要を

把握する。 

事後学習 リンパ組織と血液細胞についてまとめる。 

第３回 生体の防御機構と自然免疫 

事前学習 教科書の pp.20～23を読み、概要を把握する。 

事後学習 
生体の防御機構における免疫学的防御機構

の位置付け及び自然免疫についてまとめる。 

第４回 獲得（適応）免疫、体液性免疫と細胞性免疫の概要 

事前学習 
教科書の pp.52～53、58～61、104～105、30

～31を読み、概要を把握する。 

事後学習 
獲得免疫では免疫記憶が成立することを踏

まえて獲得免疫についてまとめる。 

  



 

 

 

第５回 抗原、抗原決定基と抗体 

事前学習 教科書の pp.32～35を読み、概要を把握する。 

事後学習 

抗原は生体にとって非自己であり、抗原決定

基は抗原上に存在する抗体を産生させ、でき

た抗体と結合する構造物の最小単位である

ことを理解し、抗原と抗体の関係についてま

とめる。 

第６回 抗体、免疫グロブリン（Ig） 

事前学習 教科書の pp.54～57を読み、概要を把握する。 

事後学習 
抗体と免疫グロブリンの関係についてまと

める。 

第７回 免疫グロブリンクラスと性状 

事前学習 教科書の pp.54～57を理解する。 

事後学習 

免疫グロブリンの H 鎖、L 鎖の抗原性を理解

する。免疫グロブリンの主な性状をまとめ

る。 

第８回 
抗原と抗体の反応、免疫複合体（IC）形成と補体の活性

化 

事前学習 

教科書の pp.30～31、132～135を読み、概要

を把握する。事前に配布するプリントを読み

概要を把握する 

事後学習 

抗原と抗体が結合すると IC が形成され、そ

れによって補体の古典的経路が活性化され

て抗原が傷害されることを理解する。 

第９回 補体、補体による細胞傷害作用、オプソニン 

事前学習 教科書の pp.90～95を読み、概要を把握する。 

事後学習 
補体成分、補体の活性化経路と補体の機能

（細胞傷害）について理解する。 

第１０回 
抗体によるウイルスの感染阻止と毒素の中和（無毒化）

の仕組、ワクチン、ウイルスの抗原変異 

事前学習 
教科書の pp.136～147を読み、概要を把握す

る。 

事後学習 

ウイルス及び毒素に対する中和抗体の作用

ならびに免疫が成立しないウイルスについ

て理解する。 

第１１回 サイトカイン、細胞性免疫と細胞傷害性サイトカイン 

事前学習 
教科書の pp.110～119、74～77を読み、概要

を把握する。 

事後学習 
サイトカインの性状と役割を簡潔にまとめ

る。 

第１２回 
アレルゲン、IgE抗体の産生及びⅠ型（即時型）アレル

ギー発現の機序 

事前学習 
教科書の pp.148～151を読み、概要を把握す

る。 

事後学習 I型アレルギーの発現機序をまとめる。 

第１３回 
花粉、食物及び昆虫毒に対するアレルギー、アナフィ

ラキシー、食物アナフィラキーへの緊急対応 

事前学習 
教科書の pp.156～161、164～165を読み、概

要を把握する。 

事後学習 

食物アレルゲンには共通抗原性が存在する

ことを理解する。食物アナフィラキーへの緊

急対応についてまとめる。 

第１４回 血液型と輸血の概要、臓器移植の概要 

事前学習 
配布資料及び教科書の pp.104～105、198～

203を読み、概要を把握する。 

事後学習 
血液型（ABO式、Rh式）と HLA型についてま

とめる。 

第１５回 がん細胞に対する免疫機構の概要、まとめ 

事前学習 
教科書の pp.210～213を読み、概要を把握す

る。 

事後学習 
免疫系のがん細胞発生監視と排除の仕組み

を簡潔にまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
薬理学概説（薬物乱用防止を含む） （2 単位） 

３．科目番号 
EDHE2319 

PSMP2305 
２．授業担当教員 根岸 祥子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

って異なることも明らかになってきた。この授業では、 

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

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

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

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

 ●薬物の誤用、悪用の問題、サプリメントの有効性の真偽について学ぶ。 

８．学習目標 

以下について学び、理解を深め、説明できるようになることを学習目標とする。 

１．薬の有効性と毒性（副作用）の発現の関係を学ぶ。 

２．薬の吸収・分布・代謝・排泄の作用機序について学ぶ。 

３．薬の管理、関連法規について学ぶ。 

４．代表的な疾病と治療薬について学ぶ。 

５．薬物乱用、悪用、誤用の防止について考え、理解を深める。 

６．サプリメントの使用の是非について考え、理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．薬物関連の最新情報（効果、作用機序、副作用など）を調べ、レポートを提出する。提出時期は授業内で

発表。 

２．授業ごとにまとめのレポートを提出する（用紙は授業時に配布） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『系統看護学講座 専門基礎分野 疾病のなりたちと回復の促進[3] 薬理学』（第 14 版）医学書院

【参考書】必要に応じて授業の中で通知します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

 ２．学校現場、家庭で使用している医薬品の作用について理解しているか。 

 ３．薬物乱用の概念を理解し、乱用防止策のビジョンを持てるか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加（授業態度、発言）      30％ 

 ２．課題レポート・発表               30％ 

 ３．期末試験                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．レポートは、簡潔かつ要点を掘り下げたものを求めます。 

３．口頭発表の方法を覚えてください。 

４．疑問点は後に残さず、講義時間内および直後に質問してください。 

５．予習・復習を十分行ってください。 

６．関連図書をたくさん読んでください。 

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

８．授業時間の開始は厳守します。 

９．授業時間中に携帯電話・スマートフォンを使用することは禁止します。 

13．オフィスアワー 初回授業で通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション） 
事前学習 

教科書 pp.1～13、pp.317～326を読み、薬理学とは何かを考え

る。 

事後学習 薬物の使用目的をまとめる。 

第２回 
薬の効果発現（用量－効果相関、吸収・

分布・代謝・排泄、効果器と受容体 

事前学習 pp.16～48を読んでおく。 

事後学習 薬物の吸収・分布・代謝・排泄についてまとめる。 

第３回 
感染症と抗感染症薬（抗菌薬、抗ウイ

ルス薬、抗真菌薬） 

事前学習 pp.66～93を読み、病原体の種類を理解する。 

事後学習 
抗菌薬、合成抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬の作用機序・範

囲と副作用についてまとめる。 

第４回 消毒薬 
事前学習 pp.298～302を読み、消毒薬の種類を把握しておく。 

事後学習 各種病原体に有効な消毒薬についてまとめる。 

第５回 
呼吸器系と薬（気管支拡張薬、鎮咳薬、

呼吸促進薬） 

事前学習 pp.230～234を読み、喘息の原因と症状を理解する。 

事後学習 
呼吸器系疾患、特に気管支喘息に有効な薬剤と、その副作用に

ついてまとめる。 

第６回 鎮痛薬（解熱鎮痛薬、麻薬性鎮痛薬） 
事前学習 pp.158～188 を読み、痛みの発現機序について理解する。 

事後学習 痛みの緩和に有効な薬剤の作用機序をまとめる。 

第７回 
炎症とアレルギー治療薬（ステロイド

性抗炎症薬、非ステロイド性抗炎症薬） 

事前学習 pp.121～134 を読み、アレルギー反応の発現機序を理解する。 

事後学習 アレルギー反応の予防・緩和薬の作用機序、副作用をまとめる。 



 

 

 

第８回 
保健室にある薬（薬理作用と使用上の 

注意点） 

事前学習 第 1回～第 7回の授業内容を復習する。 

事後学習 

保健室にある代表的な薬剤と、その使用目的について、またデ

ィスカッションした内容についてまとめる。まとめをレポート

提出する。 

第９回 
薬物依存・乱用（興奮系薬物・抑制系薬

物・幻覚系薬物 

事前学習 
教科書 pp.48～54を読み、薬物使用の有益生徒危険性について

理解する。 

事後学習 
薬物乱用の人体・社会に及ぼす悪影響について、自分の考えを

含めてまとめたレポートを提出する。 

第１０回 アルコール・飲酒 

事前学習 
事前配布資料を読み、お酒の中のアルコール量を把握してお

く。 

事後学習 
脳機能に及ぼすアルコールの影響から、未成年者の飲酒の問

題、成人に対する功罪をまとめる。 

第１１回 ニコチン・喫煙 
事前学習 

事前配布資料を読み、タバコ中やタバコ煙中の成分を把握して

おく。 

事後学習 喫煙の急性・慢性の影響についてまとめる。 

第１２回 薬物乱用防止教育の実践 

事前学習 薬物乱用防止教材の使用法をマスターする。 

事後学習 
小学生・中学生を対象とした、薬物乱用防止教育の実践企画を

作成する。 

第１３回 薬物中毒と解毒処置 
事前学習 pp.278～286を読んで、中毒とはどういうことか理解する。 

事後学習 中毒に対する緊急処置（治療薬を含む）についてまとめる。 

第１４回 
カフェイン・喫茶/漢方薬・サプリメン

ト 

事前学習 pp.290～296 を読んで、病態（証）と漢方薬の処方を理解する。 

事後学習 
カフェインの功罪、幼児や妊婦への影響、漢方薬・サプリメン

トの有効性の真偽を考察する。 

第１５回 まとめと総合討論 

事前学習 事前提示された課題について考察し、まとめる。 

事後学習 
課題について発表し、ディスカッションした内容についてまと

め、レポート提出する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護実習指導 （1 単位） 

３．科目番号 EDHE3377 

２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 
講義や演習（保健室経営計画作成等）、事例検討等について、グル
ープ討議等のアクティブラーニングにより、履修者同士の実践的な

学びあいを重視します。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

養護実習は、学校での実務を体験することを習得するものである。その養護実習の目的は、これまで学ん
できたことを生かすこと、養護教諭が行う実務の教育活動の中で位置づいていることを知ること、そして、

新たな課題を見いだすことである。そこで、本科目では、養護教諭を目指すものにとってその準備の段階と
本実習後の効果を上げるために、養護実習（本実習）に対する理解を深め、実習生としての態度や心構え・
技能等を事前に育成すること、更に準備の段階と本実習後には、自己の課題を省察し、進路選択にも結びつ

けることを学んでいく。 

８．学習目標 

１．学校保健活動及び養護教諭の執務を教育活動の一環として捉え、保健室のあり方及び養護教諭の果たす
べき役割が理解できるようになる。 

２．養護の対象である子どもの心身の発達特徴や生活状況および健康問題の特質を理解し、説明できる。 
３．子どもの発達において問題とされる健康課題に対して、個別的及び組織的に適切な取り組みができる。 
４．養護教諭になるための志向を高めるとともに、養護教諭になるための自らの課題について理解し、解決

しようとする意欲をもてるようになる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント（宿題）】 

・授業毎に、講義内容についての感想、まとめに関する小レポートを出題する。 

・実習先の学校経営方針や学校経営計画について調べて小レポートとしてまとめる。 

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

・中間課題レポート：保健教育指導案作成   ・最終課題レポート：ほけんだより作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】東京福祉大学編『養護実習・看護臨床実習の手引き』。 

大谷尚子・中桐佐知子『養護教諭必携シリーズ No.４ 改訂 養護実習ハンドブック』東山書房。 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

べき役割が理解できたか。 

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

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

とができたか。 

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

しようとする意欲が持てているか。 

○評定の方法 

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

に十分配慮し、児童生徒の範になれるような生活態度で臨んで下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション   

養護実習の意義と目標 

・臨地で実習する意義 

・養護実習の目標 

事前学習 
養護実習の「意義」と「目的」について、自分なり

の考えを持って講義に臨む。 

事後学習 
授業の目的について理解したことを、講義時間内に

配布する小レポート用ワークシートに記述する。 

第２回 

養護実習の内容と方法 

・観察や参加の視点 

・実習日誌の書き方 

事前学習 
養護実習の内容と方法について教科書 pp.9〜26を熟

読し、基本的な事項について整理しておく。 

事後学習 
養護実習の内容と方法について、理解したことを小

レポート用ワークシートに記述する。 

第３回 

実習前の準備と実習の開始 

・実習生という立場の理解 

・実習の成果をあげるための準備 

事前学習 
養護実習に臨む上での心構えについて教科書 pp.27

〜44を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
養護実習における心構えを整理し、自らの今後の課

題を小レポート用ワークシートに記述する。 

第４回 
教育計画と学校組織についての理解 

養護教諭の執務計画 

事前学習 

教科書の養護教諭の執務計画に関するページ（pp.45

〜60、pp.85〜104）を熟読し、その進め方について

理解しておく。 

事後学習 
実習校の教育計画や組織体制について調べ、小レポ

ート用ワークシートに記述する。 

  



 

 

 

第５回 

環境衛生活動の実際 

・校舎内外の環境整備、清掃の実際、 

 環境衛生検査の実際 

保健教育学習指導案の作成上の留意点 

事前学習 
教科書の学校環境衛生活動に関するページ（pp.61〜

83）を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 

学校環境衛生活動の内容、実施状況、振り返りを小

レポート用ワークシートに記述する。学習指導案に

関する配付資料と教科書の該当ページ（pp.161〜

196）熟読し、作成の準備を進める。 

第６回 

健康診断の実技演習① 

・健康診断とその事後措置 

・測定の練習（発育測定） 

事前学習 
健康診断（発育測定）についての配付資料を熟読し、

基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康診断の実施と事後措置の進め方について、小レ

ポート用ワークシートに記述する。 

第７回 
健康診断の実技演習② 

・測定の練習（視力・聴力・色覚検査） 

事前学習 
健康診断（視力・聴力・色覚）についての配付資料

を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康診断の技術演習を通して、感じたことわかった

ことを小レポート用ワークシートに記述する。 

第８回 

健康診断の実技演習③ 

・測定ロールプレイ 

・学校医や検診機関と実施する検診 

・健康診断表、学校生活管理指導表の作成 

事前学習 
第６回、第７回で学習した測定時の留意事項を復習

し、ロールプレイで実践する内容を練習しておく。 

事後学習 

健康診断の測定ロールプレイを通して、感じたこと

わかったことを小レポート用ワークシートに記述す

る。 

第９回 

保健室来室者への対応① 

・保健室来室者の来室理由と対応過程 

・内科的症状への対応 

事前学習 
教科書の来室者への対応に関するページ（pp.132〜

160）を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
内科的救急処置の留意点について、自分の考えを小

レポート用ワークシートに記述する。 

第１０回 

保健室来室者への対応② 

・保健室来室者の来室理由と対応過程 

・外科的症状への対応 

保健だより作成上の留意点 

事前学習 
教科書の来室者への対応に関するページ（pp.132〜

160）を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 

外科的救急処置の留意点について、自分の考えを小

レポート用ワークシートに記述する。ほけんだより

に関する配付資料を熟読し、作成の準備を進める。 

第１１回 

保健室来室者への対応③ 

・気分不良を訴える子どもの対応 

・何となく来室する子どもの対応 

・頻回来室者への対応 

事前学習 
教科書の健康相談活動に関するページ（pp.132〜

160）を熟読し、基本的事項を整理しておく。 

事後学習 
健康相談活動の留意点について、自分の考えを小レ

ポート用ワークシートに記述する。 

第１２回 

集団を対象とした保健教育① 

・保健教育の内容と機会 

・保健教育指導案の検討 

事前学習 

配布した資料を参考に他の受講者の指導案に対する

意見をまとめ、小レポート用ワークシートに記述し

ておく。 

事後学習 
他の受講生の指導案に対する意見を踏まえ、改善す

べき点等を小レポート用ワークシートに記述する。 

第１３回 

集団を対象とした保健教育② 

・保健教育指導案検討・模擬授業準備 

・ほけんだより検討 

事前学習 
グループの代表者の模擬授業のアイデアについて、

小レポート用ワークシートに記述し、まとめておく。 

事後学習 

指導案の完成と模擬授業の実践に向けて、グループ

ごとに準備を完了する。これまでの講義を踏まえた

自らの養護実習の目標を、小レポート用ワークシー

トに記述する。 

第１４回 
模擬授業①  

・授業実践および討論 

事前学習 
模擬授業指導案の再整理を行い，使用する教材を作

成するなど準備をしておく。 

事後学習 
模擬授業から学んだことを小レポート用ワークシー

トに記述する。 

第１５回 

模擬授業② 

・授業実践および討論 

養護実習に向けた最終まとめ 

事前学習 
模擬授業指導案の再整理を行い，使用する教材を作

成するなど準備をしておく。 

事後学習 
模擬授業から学んだことを小レポート用ワークシー

トに記述する。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 幼児体育／幼児体育（初等）／幼児体育（初等・幼） （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1142 

SSOT2423 

SCOT2423 ２．授業担当教員 宮田 洋之 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

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

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

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

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

管理、それらに必要な知識や技能を習得する。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

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

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

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

ができる。（指導方法や声掛けなどを学ぶ。） 

3,リズム体操、身体表現の教材がつくれる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1 運動遊び指導案を作成し、発表する。（実技発表） 

課題2 幼児体育指導に対する考えや思いについてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

適宜ワークシートや学習資料を配布する。 

【参考書】 

出村慎一監修、村瀬智彦著『幼児の体力・運動能力の科学』NAP。 

公益財団法人日本体育協会（スポーツ協会）『幼児期からのアクティブチャイルドプログラム』日本体育協会。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1.授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2.実技試験・課題レポート 40％ 

3.振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

幼稚園教育要領に位置付けられている運動遊びについて、実技を通じながら触れることをねらいとします。

保育者として運動遊びを展開する上で最低限必要な技能および教師行動を身に付けます。高度な運動技能を

求めるよりも、幼児の身体の可能性を体感させるためのポイントや、小学校授業への関連性を身に付けるこ

とができます。実技の際には、運動にふさわしい服装（ジャージ、T シャツ等。ジーパン禁止）で参加して

ください。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

「幼児期の運動能力の発達と運動の必要性について」 

事前学習 幼児期の運動の必要性を考察する。 

事後学習 授業内容を各自復習し、まとめておく。 

第２回 「幼児期に身に付けさせたい運動の系統性」 

事前学習 
幼児期の運動経験を振り返り、どのような運

動をしていたかまとめておく。 

事後学習 
自分の運動経験と議論内容の違いを考え、今

後の指導に活かせるようまとめておく。 

第３回 「幼児期・児童期の運動遊びについて」 

事前学習 
幼児期の運動遊びについて、どのようなもの

が良いか、どんな種類があるか、調べておく。 

事後学習 
自分の調べた運動遊びと、授業を聞いての違

いをまとめる。 

第４回 「幼児期・児童期の発育発達について」 

事前学習 発育と発達について調べておく。 

事後学習 
発育と発達について復習し、運動遊びの指導

内容との関連を考察する。 

第５回 「幼児期・児童期の体力の測定と評価について」 

事前学習 
自身の体力測定の経験を思い出し、まとめて

おく。 

事後学習 
授業内容を復習し、体力を評価する際に活か

せるようにする。 



 

 

第６回 「子どもを取り巻く環境変化と体力の関係について」 

事前学習 

自身の子どもの頃と現在の変化についてま

とめておく。保護者の子どもの時代との変化

がわかればなお良い。 

事後学習 
授業内容をもとに、子どもの体力発達を促す

ための方法を考える。 

第７回 「道具を使わない運動遊びについて」 

事前学習 
道具を使わなくてもできる運動遊びについ

て情報を集め、提案できるようにしておく。 

事後学習 
授業内容をふまえ、更に運動遊びの発展を考

える。 

第８回 
【集中実技①】 

マット・跳び箱を使った運動遊びを経験する 

事前学習 
マット・跳び箱を使った運動遊びについて、

自身の経験をまとめておく。 

事後学習 

マット・跳び箱を使用する際の安全管理につ

いても復習し、現場で注意できるようにす

る。 

第９回 
【集中実技①】 

鉄棒・縄跳びを使った運動遊びを経験する 

事前学習 
鉄棒・縄跳びを使った運動遊びについて自身

の経験をまとめておく。 

事後学習 
鉄棒・縄跳びを称する際の安全管理について

も復習し、現場で注意できるようにする。 

第１０回 
【集中実技②】 

運動会種目を経験する（パラバルーン等） 

事前学習 
運動会で経験した種目をまとめ、発表できる

ようにしておく。 

事後学習 

様々な運動会種目を覚え、実践できるように

する。また、応用し、新しい種目を考案でき

るようにする。 

第１１回 
【集中実技②】 

運動会種目の作成（グループワーク） 

事前学習 
前回の授業を参考に、運動会種目について考

えておく。 

事後学習 
運動会種目の発表に向けて、改善等できるよ

うにしておく。 

第１２回 
【集中実技③】 

運動会種目の発表①（グループワーク） 

事前学習 
作成した運動会プログラムを上手く発表で

きるよう準備しておく。 

事後学習 
各グループに対し、質問や意見が言えるよう

考えをまとめておく。 

第１３回 
【集中実技③】 

運動会種目の発表②（グループワーク） 

事前学習 
各グループの良い点、悪い点等まとめてお

く。 

事後学習 
各グループが発表した内容をまとめ、現場で

活かすことができるようにする。 

第１４回 「安全管理について～災害・怪我の応急処置～」 

事前学習 教育活動中の非常時についてまとめておく。 

事後学習 
自身が責任者となった時、率先して子どもを

守ることが出来るよう、復習する。 

第１５回 「学習のまとめ」 

事前学習 

今まで授業で行なったことを整理し、各自幼

児体育指導に対する考えや思いをまとめて

おく。 

事後学習 
授業内容を整理し、引き出しを増やすことで

臨機応変に対応できるようにする。 
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１．科目名（単位数） 幼児理解 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP2212 

SJMP2312 

SSOT2408 

SCOT2423 
２．授業担当教員 吉川 晴美 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

本科目では、幼児一人ひとりの行動や内面の理解、発達を適切に把握できるよう、実践事例（文献、映像）
等を用いて、幼児の生活の実際とその理解、具体的な指導のとらえと意味、幼児期の保育における環境の

とらえ方、評価の在り方、幼小の連携、並びに行事について学ぶ。 

８．学習目標 

以下の事項について学び、幼児の主体性を育てる保育を理解し、実践するための基礎を習得することをテ

ーマとし、学習の到達目標とする。 

１．保育とは何か、保育における環境の在り方 

２．子どもを見る視点、保育を見る視点 

３．幼児期の発達の特徴 

４．子どもの行動の意味と記録の方法 

５．発達やかかわりに配慮を必要とする子どもへのかかわり方 

  保護者対応・支援 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

様々な場面における幼児の姿や行動の観察、具体的な幼児とのかかわりについて記録を行う。 

上記記録から事例（エピソード）を抽出し考察を行う。小テストも適宜行う 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『資料 幼稚園教育指導資料第 3集 幼児理解と評価』2010 
慶應義塾大学出版会『人間関係の理解と心理臨床』2017 

【参考書】 

厚生労働省『保育所保育指針』フレーベル館 2017 

文部科学省『幼稚園教育要領』フレーベル館 2017 
文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領』フレーベル館 2017 

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（幼児）の内面と行動について、その基本的事項（意味、発達的特性、環境とのかかわり）を理
解し、説明できるか。 

2．保育状況における様々な幼児の姿の理解（深まりと広がり）の方法と、保育者としての適切なかかわり
方 

について具体的かつ明瞭に説明できるか。 

○評定の方法 

１．授業への態度、グループワークで共同する態度 総合点の 30％、２．提出物 （小テスト、レポート）
総合点の 7０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子ども、幼児とはなにか、その内面を理解し、保育者としてどのようにかかわるか、具体的な場面を通し

て、共に探求し、考えていきましょう 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要、授業計画、保育とは 
事前学習 

幼稚園教育要領解説、幼保連携型認定こども園教育・保育

要領解説の第 1章を読んでくる。 

事後学習 シラバス全体に目を通し、今後の進行を確認しておく 

第２回 保育とは 

事前学習 
教科書該当箇所を読み、事前配布した資料に記入してく

る。 

事後学習 
保育とは何か、保育者としての子ども理解とはなにかを学

び、保育者としての基本的な態度、在り方に気づく。 

第３回 子どもをとらえる視点と保育 

事前学習 事前に配布した資料に目を通しておく 

事後学習 
子どものとらえ方について確認し、自分のとらえ方をひろ

げ保育者としての基本的なあり方を理解する。 

第４回 子どもの発達とはなにか 

事前学習 教科書、配布資料を読み、発達についてイメージしてくる。 

事後学習 
保育者として、発達の過程を理解する重要性・意義をとら

えなおす。 

第５回 
子どもの発達理解１ 

―幼児期前半の発達― 

事前学習 
教科書、配布資料を読み、幼児期前半の子どもの発達的特

徴をまとめてくる。 

事後学習 
事例検討を通して、発達をふまえた適切な援助を振り返

り、自分の考えを広げる 

第６回 
子どもの発達理解２ 

－幼児期後半の発達― 

事前学習 
教科書、配布資料を読み、幼児期前半の子どもの発達的特

徴をまとめてくる。 

事後学習 
事例検討を通して、発達をふまえた適切な援助を振り返

り、自分の考えを広げる 



 

 

第７回 
子ども理解の方法１ 

―観察と記録の取り方 

事前学習 配布資料を読み、該当箇所に記入してくる 

事後学習 観察法についてまとめる 

第８回 
子ども理解の方法２ 

－ロールプレイによる理解 

事前学習 具体的な場面における子どもの姿をイメージしてくる。 

事後学習 

授業で行ったロールプレイの体験と観察の記録から、集団

状況における具体的な子どもの姿、行動を理解し、考察す

る。 

第９回 集団状況における子どもの立場からの理解 

事前学習 
保育場面（集団状況）における子どもの立場、気持ちをイ

メージしてくる。 

事後学習 

ビデオ資料を通して子どもの様子と活動経過を記録した

ものから、個と集団の関係における子どもの側から観たそ

の内的世界と外的世界をまとめる。 

第１０回 

子ども同士・保育者とのかかわり、個と集団

とのかかわりからの理解 

―グループワーク・発表による理解 

事前学習 
保育場面（集団状況）における、子ども同士、保育者との

かかわりについてイメージしてくる。 

事後学習 
グループデイスカッションを通し、集団と個の関係、子ど

も同士、保育者とのかかわりについてまとめる。 

第１１回 
子ども理解と援助１ 

―気になる子どもの事例から 

事前学習 
保育場面における気になる子どもと行為の意図について

イメージしてくる。 

事後学習 

教科書、配布資料をもとに、気になる子どもの行動を、幼

児のつまずきという点から理解し、個と集団の関係、周り

の幼児やモノとの関係をふまえた援助の仕方をまとめる。 

第１２回 
子ども理解と援助２ 

―特別に配慮が必要な子どもの事例から 

事前学習 障がいや特別に配慮が必要な子ども 

事後学習 

ビデオ資料の事例検討から、発達障がいの問題とその背景

について学ぶ、また、特に配慮が必要な点について、周り

の幼児との関係をふまえた環境の作り方、援助の仕方を学

び、保育者の適切なかかわりについてまとめる。 

第１３回 
子ども理解と援助３ 

―愛着・虐待と子どものサイン 

事前学習 
配布資料をもとに、幼児のつまずきと背景、愛着の意味、

虐待についての基礎的知識を確認してくる。 

事後学習 

具体的事例から、子どものつまずきとサインをどう受けと

め、カウンセリングマインドで応ずるかについてまとめ

る。 

第１４回 
保育の環境と援助 

―保護者・家族理解と連携 

事前学習 

配布資料、具体的事例から、幼児期に起こる子どものつま

ずきにたいする親の気持ち、子どもとの関係について考え

てくる。 

事後学習 
家族の関係性と子どもをめぐるつまずきの問題とその背

景・状況に応じた援助、連携についてまとめる。 

第１５回 レポート課題によるまとめを行う 

事前学習 今まで学習した内容を確認してくる。 

事後学習 
学習内容を整理し、子ども理解の知識と方法と実践をつな

げて自分のものとする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 理科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 
SJEL3432 

EDEL3317 
２．授業担当教員 二村 泰弘 

４．授業形態 講義、実験、グループ学習、模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

造的に捉え科学的な自然観を習得しなければならない。 

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

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

る力量を身につける必要がある。 

本講義では、身の回りの自然現象について知識及び技能、思考力・判断力、表現力並びに学びに向かう力を

もって解決していく力量を学習する。そのために、毎回授業に役立つ実験を行う。 

８．学習目標 

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

・理科の授業作りと指導計画の立て方を学習する。なお、事前に理科学習指導案の書き方等を学び、模擬授

業を行い、理科の指導技術を習得し、授業中の安全管理について理解する。 

・理科教育を取り巻く諸問題のうち、プログラミングを取り入れたものづくりや環境教育等がわかる。 

・毎回一つの実験を通して実践力のある理科教師になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習目標に到達するために、次の課題に取り組むこととする。 
課題１：３～６年の中から１単元を指定し、指導案を作成する。 

課題２：天候に左右される教材（特に、星の観察・植物の生長等）についてどのような指導方法があるか、

あなたの考えを1,000字以内で述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
加藤敏明、二村泰弘共著『小学校教師の理科指導法』上毛新聞社、2018。 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 理科編』東洋館出版社、2018。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領』東洋館出版社、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．自然科学に対する科学的な物の見方・考え方を理解している。 

 ２．自然の原理・原則を理解し、論理的に理解できる。 

○評定の方法 

１．授業態度（教科書の準備・私語・発表）      総合点の５０％。 

２．レポート・指導案・模擬授業           総合点の５０％。 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生に期待すること 
１．教科書は必ず準備し、授業中は真剣に取り組み、分からないところは質問すること。 
２．授業中は他人に迷惑をかけないよう、私語・携帯電話・居眠り・飲食を禁止する。 
３．予習・復習をしっかり行い、学習内容を確実に習得する。 
４．副教材のプリント等は各自整理整頓に努め、学習内容の大切な資料として活用すること。 

５．欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をするときは、理由を書面にて提出すること。 

13．オフィスアワー 
初回の授業で通知する。面談に際しては、事前にメール等で連絡することが望ましい。 

ｙａｆｕｔａｍｕ＠ｅｄ．ｔｏｋｙｏ－ｆｕｋｕｓｈｉ．ａｃ．ｊｐ 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの説明、班編制、授業の受け方。理科教
育の目標について学習する。 

事前学習 理科の新学習指導要領を読んでおく。 

事後学習 理科教育で育成する能力について復習する。 

第２回 日本の理科教育の歴史的変遷について学習する。 
事前学習 教科書の第３章を読んでおく。 

事後学習 戦前と戦後の理科教育の変遷について復習する。 

第３回 理科の授業と指導計画について学習する。 
事前学習 教科書の第５章を読んでおく。 

事後学習 年間指導計画の立て方を復習する。 

第４回 理科学習指導案の作成の仕方について学習する。 
事前学習 学習指導案を考えてくる。 

事後学習 学習指導案を作成する。 

第５回 
第３学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 3学年を読んでおく。 

事後学習 第 3学年の理科の目標と内容を復習する。 

第６回 
第４学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 4学年を読んでおく。 

事後学習 第 4学年の理科の目標と内容を復習する。 

第７回 
第５学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 5学年を読んでおく。 

事後学習 第 5学年の理科の目標と内容を復習する。 

第８回 
第６学年の理科の目標と教材の取り扱いについて
学習する。また、プログラミングを通したものづ
くりを学習する。 

事前学習 学習指導要領解説理科編の第 6学年を読んでおく。 

事後学習 第 6学年の理科の目標と内容を復習する。 



 

 

第９回 
学習指導案をもとに模擬授業を行う。（３，４年生
の内容） 

事前学習 模擬授業の準備をしておく。 

事後学習 模擬授業の問題点を復習しておく。 

第１０回 
学習指導案をもとに模擬授業を行う。（５，６年生
の内容） 

事前学習 模擬授業の準備をしておく。 

事後学習 模擬授業の問題点を復習しておく。 

第１１回 理科の授業と安全指導について学習する。 
事前学習 教科書の第７章を読んでおく。 

事後学習 理科の安全指導について復習する。 

第１２回 
野外の写真を見ながら野外学習について学習す
る。その中で情報機器の活用についても学習する。 

事前学習 教科書の第６章を読んでおく。 

事後学習 野外学習について復習する。 

第１３回 
環境破壊の写真を見ながら環境教育について学習
する。その中で情報機器の活用についても学習す
る。 

事前学習 教科書の第９章を読んでおく。 

事後学習 自然と共生する社会について復習する。 

第１４回 理科の授業での評価の仕方について学習する。 
事前学習 教科書の第１０章を読んでおく。 

事後学習 事例を通して評価してみる。 

第１５回 
まとめ（理科の新しい見方・考え方について学習
する） 

事前学習 理科の基礎・基本を調べておく。 

事後学習 理科の目指す資質・能力を復習しておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 臨床心理学 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3331 

SCMP3331 

SBMP3331 

SJMP3113 
２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学として、不適応や障害、病、苦悩の発生原因や発生過程、回復の過程を探る科学的側面と、問

題を抱える人々に寄り添いながら、適応の調整や人格的成長を促進することで問題の解消や軽減を目指す実

践的側面との両面を学ぶ。そのために、心理的援助を必要とする人々の心理を理解するだけでなく、問題を

理解するアセスメントの視点から各発達段階に生じやすい心理的問題や障害を理解する。また、問題の解決

に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

１．精神疾患や発達障害を含めて、心理的問題を抱える人々の心理を理解し、説明できる。 

２．各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

３．不登校・いじめ・虐待・自死・非行問題といった代表的な心理臨床の問題を理解し、説明できる。 

４．心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

５．主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・アサイメント 
毎回資料を配布し、事前学習用のワークシートを課す。授業中に予習テストトをほぼ毎回行う。 

・レポート課題・・・課題図書（授業内で指示）を2冊読み、それぞれ論点を挙げて考察する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】藤田哲也・串崎真志（編著）『絶対役立つ臨床心理学』ミネルヴァ書房 2016年刊 

【参考書】丹野義彦・坂本真士（著）『自分のこころから読む臨床心理学入門』東京大学出版会 2001年刊 

     伊藤良子（編著）『臨床心理学』ミネルヴァ書房 2009年刊 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．臨床心理学の構造、面接、査定、地域援助について理解し、説明できる。 

２．臨床心理学の役割を理解し、学んだことを実践の場でどのように応用するかを考察できる。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１．授業態度と参加姿勢   総合点の２０％ 

２．試験          総合点の４０％ 

３．課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

みなさんは、これまでの人生の中で、友達の悩み相談を実際に受けたことがあるでしょう。もしくは自分が

誰かに相談をして、問題が解決したり、気持ちが落ち着いたりしたことがあったかもしれません。日常のや

りとりのなかで問題が解決すれば、それが一番いいのですが、解決できない時にどう考えればよいのか。臨

床心理学は、心理的な困難を抱える人に対する理解やアプローチの方法を提供してくれます。臨床心理学が

もつ、さまざまな心の問題の理解の仕方を学び、学校現場で役立てましょう。 

13．オフィスアワー 授業中にお知らせします。研究室 7号館別館 739号室 連絡先：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・臨床心理学とは何か 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 
授業の進め方を理解する。教材等の準備をす

る。 

第２回 パーソナリティの理解 
事前学習 第 1 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第３回 うつ病と抑うつ障害 症状・治療 
事前学習 第 2 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第４回 うつ病と抑うつ障害 事例から考える 
事前学習 うつ病の事例を読み理解する 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第５回 不安症 － 対人不安 
事前学習 第 3 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第６回 統合失調症 症状・治療 
事前学習 第 4 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第７回 発達障害 
事前学習 第 6 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第８回 ストレス 
事前学習 

事前配布資料を読み、事前ワークに書き込んで

くる 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第９回 精神分析 
事前学習 

第 7・8 章を読み、事前ワークに書き込んでく

る。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１０回 認知行動療法 
事前学習 

第 7・9 章を読み、事前ワークに書き込んでく

る 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

  



 

 

第１１回 人間性心理学 
事前学習 

第７・10 章を読み、事前ワークに書き込んで

くる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１２回 その他の心理療法 コラージュ 
事前学習 

コラージュ療法に関する資料を読み、事前ワー

クに書き込んでくる。教材の準備をする 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１３回 心理アセスメント 
事前学習 第 13 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１４回 地域援助 
事前学習 事前資料を読んてくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１５回 試験 
事前学習 試験に向けて準備をする 

事後学習 授業をふりかえり、まとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーション理論 （2 単位） 

３．科目番号 GEHL1103 

２．授業担当教員 中村 裕 

４．授業形態 
講義・演習（配布資料または参考書を用い、ディスカッションやワ

ーク、実技を行う） 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これ

からの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)
に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレ
クリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。 

授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運

営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目

的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することに

より、レクリエーション支援の理論を学習していく。 

８．学習目標 

1. 日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターの資格の取得を目指す(取得希望者)。 
2. レクリエーションの基礎理論を理解し、説明できる。 

3. 様々な現場での様々な対象者にあったレクリエーションの援助方法を知る。 

4. レクリエーションの企画・運営ができる理論・知識を身につける。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．レクリエーションの基礎的理論のレポート作成。 

２．グループによる企画書作成および運営。 

３．レクリエーション指導のポイントと工夫についての口頭発表。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特になし（必要に応じて適宜資料を配布する） 

【参考書】 

日本レクリエーション協会編『レクリエーション支援の基礎』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価基準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本講義はレクリエーションの基本的な意義やレクリエーション指導の基礎から応用的技術まで幅広く実施

します。理論のみならず、実際に体験し、感じた事や注意点など、全員でディスカッションを行います。後

半はグループで企画案を作成し、発表の場をつくります。対象年齢に合ったレクリエーション否か。改善点

はあるか。また、注意点はどこか、など話し合い、将来、実践できる指導者を目指します。 

 この授業はレクリエーションの理論を学ぶだけでなく、企画・運営をしっかりと行えるような能力を身に

つけて欲しいと考えています。そのために、以下のルールを守るようにお願いします。 

 

１．積極的な授業参加、ディスカッションや振り返りなど活発な意見を期待します。 

２．欠席、遅刻、早退は原則禁止です。やむを得ない理由の場合は必ず届け出てください。 

３．実技授業では、運動をするのにふさわしい服装で参加してください。（髪型、室内の場合は室内履き等） 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（本講義の意義、概要、留意点、制度、役割など） 

アイスブレーキングを体験 1 

事前学習 レクリエーションとは何かを考える 

事後学習 レクリエーションの意義と概要を復習する。 

第２回 

レクリエーションの基礎理論 

（アイスブレーキングの役割と意義） 

レクリエーション体験・ディスカッション 

アイスブレーキングを体験 2 

事前学習 アイスブレーキングついて調べる。 

事後学習 アイスブレーキングの役割についてまとめる。 

第３回 

ライフスタイルとレクリエーション 

（レクリエーション支援論について） 

幼児期へのレクリエーション支援 グループに分

かれて企画・発表 1 

事前学習 

レクリエーション支援法について考える。 

ライフスタイルごとのレクリエーションについて調

べる。幼児期の特徴を調べる 

事後学習 
ライフスタイルごとの課題を復習する。当日の反省

と次への発展の仕方をまとめる 

第４回 

レクリエーションの事業論 1 

（事業計画・安全管理） 

幼児期へのレクリエーション支援 グループに分

かれて企画・発表 2 

事前学習 事業計画とはどういうものか調べる。 

事後学習 

事業計画および安全管理を復習。 

（安全管理の必要性） 

（安全管理の方法）を自分なりにまとめる。当日の

反省と次への発展の仕方をまとめる 



 

 

第５回 

レクリエーションの事業論 2 

（レクリエーション計画・準備） 

児童期へのレクリエーション支援 グループに分

かれて企画・発表 1 

事前学習 児童期の特徴を調べる 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

第６回 

コミュニケーション・ワーク 

（ホスピタリティーについて） 

児童期へのレクリエーション支援 グループに分

かれて企画・発表 2 

事前学習 ホスピタリティーを調べる。 

事後学習 

レクリエーションにおけるホスピタリティーの意義

を復習する。当日の反省と次への発展の仕方をまと

める 

第７回 

ボードゲームについてレクリエーション体験・デ

ィスカッション 

 

事前学習 ボードゲームについて調べる。 

事後学習 
体験したボードゲームをヒントに個人で新しいボー

ドゲームを企画 

第８回 

ボードゲームについて 

（グループで対象年齢に合ったボードゲームの企

画案を作成）グループごとに企画・発表 

事前学習 ボードゲームの企画の運営方法を考える 

事後学習 発表後の改善点について振り返り。 

第９回 
レクリエーション事業の実際１ 

（身近な道具を使ってレク企画、運営、評価） 

事前学習 道具の特徴を活かす運営の方法について考える。 

事後学習 道具の特徴を活かす運営の注意点を復習する。 

第１０回 
レクリエーション事業の実際２ 

（身近な道具を使ってレク企画、運営、評価） 

事前学習 道具の特徴を活かす運営の方法について考える。 

事後学習 道具の特徴を活かす運営の注意点を復習する。 

第１１回 
高齢者のレクリエーション 

体験とディスカッション 

事前学習 高齢者の特徴を調べる 

事後学習 体験したレクリエーションを個人的にアレンジする 

第１２回 
グループに分かれて高齢者向きのレクリエーショ

ンを企画・発表 

事前学習 高齢者が可能な運動プログラムを考える 

事後学習 発表後の改善点について振り返り 

第１３回 
障害者のレクリエーション 

体験とディスカッション 

事前学習 障がいの種類と障害者の特徴を調べる 

事後学習 体験したレクリエーションを個人的にアレンジする 

第１４回 
グループに分かれて障害者向きのレクリエーショ

ンを企画・発表 

事前学習 障害者が可能な運動プログラムを考える 

事後学習 発表後の改善点について振り返り 

第１５回 まとめ・評価 
事前学習 今まで行ってきた授業を全体的に振り返る 

事後学習 レクリエーションの意義・支援についてまとめる 
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T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　「こどもの城」で長年子どもの体育指導を行ってきた実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーション理論 （2 単位） 

３．科目番号 GEHL1103 

２．授業担当教員 宮田 洋之 

４．授業形態 
講義・演習（配布資料または参考書を用い、ディスカッションやワ
ーク、実技を行う） 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これ

からの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)
に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレ
クリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。 

授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運
営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目
的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することに

より、レクリエーション支援の理論を学習していく。 

８．学習目標 

1. 日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターの資格の取得を目指す(取得希望者)。 
2. レクリエーションの基礎理論を理解し、説明できる。 

3. 様々な現場での様々な対象者にあったレクリエーションの援助方法を知る。 
4. レクリエーションの企画・運営ができる理論・知識を身につける。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【課題】レクリエーションの社会資源についての調査レポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

適宜資料を配布します。 

【参考書】 

弓箭書院『これからのレジャー・レクリエーション ～余暇社会に向けて～』。 

日本レクリエーション協会編『レクリエーション支援の基礎』。 

高橋和敏監修『現代人のレジャー・レクリエーション』不昧堂出版。 

池田勝 他著『レクリエーションの基礎理論』杏林書院。 

今井毅 著『余暇生活の楽しみ方』ベースボールマガジン社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価基準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

レクリエーション支援者はホスピタリティーの精神が必要です。受講者みんなが楽しめるような雰囲気づく

りを心掛けて下さい。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

「ガイダンスおよびアイスブレーキング」 

事前学習 
本講義内容をシラバスにて把握したうえで

授業に臨む。 

事後学習 自身の余暇活動をふりかえる。 

第２回 「レクリエーションとは（意味、目的）」 

事前学習 
レクリエーションを行う目的について考え

てくる。 

事後学習 
他者の考えを取り入れ、自分自身にとっての

レクリエーションの意義を再考する。 

第３回 「レクリエーションの歴史と厚生運動」 
事前学習 

自分の人生でこれまでどのようなレクリエ

ーション活動を行ったのか考えてくる。 

事後学習 レクリエーションの歴史をまとまる。 

第４回 
「現代における生活時間の現状（必需行動時間・拘束行

動時間・自由行動時間）」 

事前学習 この一週間の生活を思い出し記録してくる。 

事後学習 自分の一日の生活時間を分類しまとめる。 

第５回 「世界の祝日と日本における休暇制度」 
事前学習 

世界国々では祝日が何日あるのか調べてく

る。 

事後学習 日本と世界の休暇制度の違いをまとめる。 

第６回 「レクリエーションとしてのスポーツ活動」 

事前学習 
レクリエーションとして行ったことのある

スポーツを書き出してくる。 

事後学習 
自分で行ってみたいと思う生涯スポーツを

選び出す。 



 

 

第７回 「グループによるニュースポーツの紹介①」 
事前学習 

ニュースポーツのルールや歴史を調べてく

る。 

事後学習 紹介されたニュースポーツをまとめる。 

第８回 「グループによるニュースポーツの紹介②」 
事前学習 

ニュースポーツのルールや歴史を調べてく

る。 

事後学習 紹介されたニュースポーツをまとめる。 

第９回 

「レクリエーションと社会福祉（ノーマライゼーション

QOL 児童・高齢者・障害者福祉とレクリエーション、

生活のレクリエーション化 レクリエーションの生

活）」 

事前学習 
これからの社会におけるレクリエーション

支援者の必要性を考えてくる。 

事後学習 
子どもから高齢者まで各世代ではどのよう

なレク支援が必要となるのかまとめる。 

第１０回 
「レジャーとは何か（レジャーの意味、戦前戦後のレジ

ャーの歴史）」 

事前学習 
自分の人生でこれまでどのようなレジャー

活動を行ったのか考えてくる。 

事後学習 日本のレジャー史についてまとめる。 

第１１回 「グループによる 1945～1999 年のレジャー活動紹介」 
事前学習 グループ発表の準備をしてくる。 

事後学習 発表内容の自己評価を行う。 

第１２回 「レジャー産業の現状（旅行・ギャンブルなど）」 
事前学習 

レジャー産業の売り上げについて調べてく

る。 

事後学習 現在のレジャー産業の問題点を探る。 

第１３回 「国内観光旅行計画の立案①」 
事前学習 興味ある都市について調べてくる。 

事後学習 計画を深めてくる。 

第１４回 「グループ国内観光旅行計画の立案②」 
事前学習 

グループで作成するレポート資料を探して

くる。 

事後学習 レポート資料のまとめをする。 

第１５回 
「レクリエーション運動を支える制度（日本・都道府

県・市区町村レクリエーションの役割）」 

事前学習 
自分の住んでいる街ではそのようなレクリ

エーションが行われているか調べてくる。 

事後学習 
自分の住んでいる街のレクリエーション協

会について調べる。 
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T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　幼稚園での体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に 則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーション理論 （2 単位） 

３．科目番号 
GEBS2303 

GEHL2314 
２．授業担当教員 山内 健次 

４．授業形態 
講義・演習（配布資料または参考書を用い、ディスカッションやワ
ーク、実技を行う） 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、これ

からの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者など)
に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわしいレ
クリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。 

授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・運
営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーションの目
的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省することに

より、レクリエーション支援の理論を学習していく。 

８．学習目標 

1. 日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターの資格の取得を目指す(取得希望者)。 
2. レクリエーションの基礎理論を理解し、説明できる。 

3. 様々な現場での様々な対象者にあったレクリエーションの援助方法を知る。 
4. レクリエーションの企画・運営ができる理論・知識を身につける。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【課題】レクリエーションの社会資源についての調査レポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】：使用しません。（授業内で配布するプリントを使います） 

【参考書】：弓箭書院『これからのレジャー・レクリエーション ～余暇社会に向けて～』。 

日本レクリエーション協会編『レクリエーション支援の基礎』。 

高橋和敏監修『現代人のレジャー・レクリエーション』不昧堂出版。 

池田勝 他著『レクリエーションの基礎理論』杏林書院。 

今井毅 著『余暇生活の楽しみ方』ベースボールマガジン社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価基準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

レクリエーション支援者はホスピタリティーの精神が必要です。受講者みんなが楽しめるような雰囲気づく

りを心掛けて下さい。 

13．オフィスアワー 授業内でお知らせいたします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（授業の進め方、成績評価方法、レクリエー

ション・インストラクター資格取得方法説明） 

アイスブレーキング 

事前学習 
本講義内容をシラバスにて把握したうえで授

業に臨む。 

事後学習 自分の余暇活動をふりかえる。 

第２回 
レクリエーションが持つ意味（レクリエーションのイメ

ージ、レクリエーションが行われる目的） 

事前学習 
レクリエーションを行う目的について考えて

くる。 

事後学習 
他者の考えを取り入れ、自分自身にとってのレ

クリエーションの意義を再考する。 

第３回 レクリエーションの歴史と厚生運動 
事前学習 

自分の人生でこれまでどのようなレクリエー

ション活動を行ったのか考えてくる。 

事後学習 レクリエーションの歴史をまとまる。 

第４回 
現代における生活時間の現状（必需行動時間・拘束行動

時間・自由行動時間） 

事前学習 この一週間の生活を思い出し記録してくる。 

事後学習 自分の一日の生活時間を分類しまとめる。 

第５回 世界の祝日と日本における休暇制度 
事前学習 世界国々では祝日が何日あるのか調べてくる。 

事後学習 日本と世界の休暇制度の違いをまとめる。 

第６回 レクリエーションとしてのスポーツ活動 

事前学習 
レクリエーションとして行ったことのあるス

ポーツを書き出してくる。 

事後学習 
自分で行ってみたいと思う生涯スポーツを選

び出す。 

第７回 グループによるニュースポーツの紹介 
事前学習 ニュースポーツのルールや歴史を調べてくる。 

事後学習 紹介されたニュースポーツをまとめる。 

第８回 ニュースポーツの実践 
事前学習 ニュースポーツのルールや歴史を調べてくる。 

事後学習 紹介されたニュースポーツをまとめる。 



 

 

第９回 

レクリエーションと社会福祉（ノーマライゼーション 

QOL 児童・高齢者・障害者福祉とレクリエーション、  

生活のレクリエーション化 レクリエーションの生活） 

事前学習 
これからの社会におけるレクリエーション支

援者の必要性を考えてくる。 

事後学習 
子どもから高齢者まで各世代ではどのような

レク支援が必要となるのかまとめる。 

第１０回 
レジャーとは何か（レジャーの意味、戦前戦後のレジャ

ーの歴史） 

事前学習 
自分の人生でこれまでどのようなレジャー活

動を行ったのか考えてくる。 

事後学習 日本のレジャー史についてまとめる 

第１１回 グループによる 1945～1999 年のレジャー活動紹介 
事前学習 グループ発表の準備をしてくる。 

事後学習 発表内容の自己評価を行う。 

第１２回 レジャー産業の現状（旅行・ギャンブルなど） 
事前学習 レジャー産業の売り上げについて調べてくる。 

事後学習 現在のレジャー産業の問題点を探る。 

第１３回 グループ国内観光旅行計画の立案① 
事前学習 興味ある都市について調べてくる。 

事後学習 計画を深めてくる。 

第１４回 グループ国内観光旅行計画の立案② 
事前学習 

グループで作成するレポート資料を探してく

る。 

事後学習 レポート資料のまとめをする。 

第１５回 
レクリエーション運動を支える制度（日本・都道府県・

市区町村レクリエーションの役割） 

事前学習 
自分の住んでいる街ではそのようなレクリエ

ーションが行われているか調べてくる。 

事後学習 
自分の住んでいる街のレクリエーション協会

について調べる。 
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１．科目名（単位数） 労働安全衛生法（じん肺法を含む） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3337 

SCMP3337 

SBMP3337 ２．授業担当教員 澤田 晋一 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保すると共に、労働者を取り巻く環境の変化に応じ、人間尊

重を基盤とした「より快適な」作業環境づくりの促進を目的として、事業者のみならず国や労働者に対する

責務についても規定している。 

本科目では、労働安全衛生法、じん肺法、およびそれらに基づいてより細かく具体的に規定された労働安

全衛生規則や種々の有害作業別に規定された規則について学ぶ。近年、技術革新に伴う労働環境の変化、労

働者の高年齢化や長時間労働による心身の健康状態の変化等の問題が頻発しているため、これらに対応でき

る福祉を学んだ衛生管理者が求められていることについても学ぶ。 

なお労働安全衛生法は、本学で国家資格である第 1 種衛生管理者免許を取得するために、必ず履修しなけ

ればならない科目の一つである。 

８．学習目標 

１．労働安全衛生法および施行令、施行規則について説明できるようになる。 

２．事務所衛生基準規則について説明できるようになる。 

３．酸素欠乏症等防止規則について説明できるようになる。 

４．有機溶剤中毒予防規則について説明できるようになる。 

５．特定化学物質等障害予防規則について説明できるようになる。 

６．粉じん障害防止規則について説明できるようになる。 

７．じん肺法およびじん肺法施行規則について説明できるようになる。 

８．石綿障害予防規則について説明できるようになる。 

９．電離放射線障害防止規則について説明できるようになる。 

10．最近の法改正の内容（過重労働・メンタルヘルス対策、有害性・危険性の調査等）を説明できるように

なる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容の復習のために、適宜提出物を求める。 

課題レポートは、授業で学んだことを踏まえ、自分でテーマを立て、2,000字でまとめ、指定された期日まで

に提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

中央労働災害防止協会編『衛生管理 受験から実務まで 第 1 種用  (下）』中央労働災害防止協会、2020。 

中央労働災害防止協会編『第 1 種衛生管理者試験問題集 解答＆解説』中央労働災害防止協会、令和 2 年版。 

【参考書】 

中央労働災害防止協会編『労働衛生のしおり』中央労働災害防止協会。 

中央労働災害防止協会編『労働安全衛生法令要覧』中央労働災害防止協会。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．第１種衛生管理者として知っておくべき労働安全衛生法および関連法令、ならびに衛生管理業務につい

て理解できたか。 

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 

２．課題レポート・期末試験など       総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

衛生管理者は「法令」に基づいた行動をします。あいまいな知識は、企業などの組織に大きな不利益をもた

らします。法律はなかなか馴染みにくいものですが、自分、そして組織を衛るために一緒に学習しましょう。 

注意事項は、 

（１）この講義は、国家試験が「免除」されるための講義・演習であり、よって、毎時間の授業で出席をと

り、欠席・遅刻・早退・途中退室は、減点します。 

（２）私語、居眠り、携帯電話、飲食、代返、その他講義と関係のない行為は、禁止します。 

※ 授業内容を変更する場合があり、その際は周知します。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

労働安全衛生法について（１） 

シラバスの説明、労働安全衛生法の成立背景、労働

法との関係性、法の全体像 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 労働安全衛生法(安衛法)の全体像を説明できる。 

第２回 

労働安全衛生法について（２） 

法の目的・定義、安全配慮義務、事業者責任、労働

安全衛生法違反による送検事例 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 
労働安全衛生法の目的、安全配慮義務、事業者責

任、違反による事例を説明できる。 

第３回 
労働安全衛生法①（衛生管理体制、衛生管理者の選

任と職務、統括安全衛生管理者について） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 衛生管理体制に関する法令を説明できる。 

第４回 労働安全衛生規則②（衛生委員会、産業医について） 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 衛生委員会、産業医に関する法令を説明できる。 



 

 

 

第５回 
労働安全衛生規則③（雇入れ時の安全衛生教育、健

康診断について） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 
雇入れ時の安全衛生教育、健康診断の法令を説明

できる。 

第６回 事務所衛生基準規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 事務所衛生基準に関する法令を説明できる。 

第７回 酸素欠乏等防止規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 酸素欠乏に関する法令を説明できる。 

第８回 有機溶剤中毒予防規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 有機溶剤に関する法令を説明できる。 

第９回 鉛中毒予防規則・特定化学物質等障害予防規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 鉛中毒・特定化学物質に関する法令を説明できる。 

第１０回 粉じん障害防止規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 粉じんに関する法令を説明できる。 

第１１回 石綿障害予防規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 石綿に関する法令を説明できる。 

第１２回 じん肺法、じん肺法施行規則（下書き提出最終日） 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 じん肺に関する法令を説明できる。 

第１３回 電離放射線障害防止規則 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 電離放射線に関する法令を説明できる。 

第１４回 
最近の法改正（過重労働・メンタルヘルス対策、有

害性・危険性の調査等） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでおく。 

事後学習 最近の法改正の内容を説明できる。 

第１５回 
期末のまとめ 

（課題レポート提出と発表） 

事前学習 これまでの授業の「総まとめ」。 

事後学習 期末試験に向けての学習。 

期末試験 

 


