
 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 GECM1111 

２．授業担当教員 ヴェステリ テチアナ 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これからの国際社会に対応していくためには英語でのコミュニケーション能力が必要となってくる。一定の

英単語や文法などの暗記学習も必要だが、表現力に重点を置いた 4 技能（聞く・話す・読む・書く）を養う

ことを主な目的とする。英語を使いこなせるようになるためには、日本語とは異なった英語の言語学的特徴

（発音、文法、語法等）を理解しておくことが大切である。また、英語という言語の背景にある、アメリカ

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

1. 表現力を重視した形で、英語の4技能（聞く、話す、読む、書く）をバランス良く向上させること 

2. 1)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解すること 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

事後学習の仕方は授業中に説明する。 

2. 長期休暇における課題として、英文要約を課すので計画立てて実施すること。詳細は授業内で解説する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】George Truscott 他『Eye on America and Japan そのまま日米比較』南雲堂。 

【参考書】各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

1. 表現力を重視した形で、英語の 4 技能（聞く・話す・読む・書く）をバランス良く向上させて、応用でき

るようになったか。 

2. 1.)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解して、表現できるようになった

か。 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め、理解することで、説明できるようになったか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

出し、その解決に努めること。辞書を必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction: 本科目のねらいと取り組み

の解説 

事前学習 速やかに教科書を入手し、必ず90分以上かけて通読する。 

事後学習 
授業中に指摘された参考文献について検索し、必要なら

ば入手しておく。 

第２回 
Lesson1: Physical Education 読解練習と

米文化事項の解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.7)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.7)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

第３回 
Lesson3: Cultural Differences 読解練習

と米文化事項の解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.13)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.13)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

第４回 
Lesson4: Haircuts 読解練習と米文化事項

の解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.16)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.16)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

第５回 
Lesson5: Music 読解練習と米文化事項の

解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.19)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.19)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

第６回 
Lesson6: Money 読解練習と米文化事項の

解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.22)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.22)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 



 

 

 

第７回 
Lesson7: Safety 読解練習と米文化事項の 

解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.25)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.25)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

第８回 
Lesson8: Life Expectancy 読解練習と米文

化事項の解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.28)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.28)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

第９回 
Lesson9: The Metric System 読解練習と米

文化事項の解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.31)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.31)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

第１０回 

Lesson10: Police 読解練習と米文化事項

の 

解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.34)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.34)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

第１１回 
Lesson11: Seasons 読解練習と米文化事項

の解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.37)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.37)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

第１２回 
Lesson12: TV Sports 読解練習と米文化事

項の解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.40)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.40)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

第１３回 
Lesson14: Jobs 読解練習と米文化事項の

解説 

事前学習 
事前に配付される英単語を調べておく。また、今回取り

扱う範囲の章のテキスト(p.46)を通読する。 

事後学習 

今回授業で取り扱った章のテキスト(p.46)の意味を確実

に理解しながら音読し筆写する。授業中に指摘された英

単語についての記憶を定着させる。 

課題研究 1 

 

課題研究テーマ：第 2 回～4 回の講義を踏まえて、「Lesson13: Business」章のテキスト(p.43)を自読・読解練習し

「アメリカのビジネスを文化と社会の両面から日本のビジネス文化に調べ、違いを紹介する」といった作文にまとめ

なさい。 

作文形式：A4用紙 1枚、手書き、英語で３００語程度 

実施時期：第 5回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を６回目の授業「Lesson6: Money」

のテーマの中に教室で行う。添削内容などについて引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で指導する。 

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

課題研究 2 

課題研究テーマ：第 1 回～10 回の授業を踏まえて、授業で取り扱った英語文法を復習するためのテスト及び、

「Lesson2: Sports Club」章のテキスト(p.10)を自読・読解練習し、意味を理解し、第 12回の授業の「Lesson12: TV 

Sports」といったテーマの中でディスカッションする。 

テスト形式：配付される用紙に記入する。 

実施時期：第 11回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答を第 12回の授業の「Lesson12: TV Sports」

といったテーマの中に教室でディスカッションを行う 。内容などについて引き続き質問がある場合はその後も毎回

の授業で指導する。 

事後学習：テストとディスカッションの添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1111 

GECM1311 
２．授業担当教員 カテリーナ・ステブリュク 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これからの国際社会に対応していくためには英語でのコミュニケーション能力が必要となってくる。一

定の英単語や文法などの暗記学習も必要だが、表現力に重点を置いた 4 技能（聞く・話す・読む・書く）

を養うことを主な目的とする。英語を使いこなせるようになるためには、日本語とは異なった英語の言

語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解しておくことが大切である。また、英語という言語の背景に

ある、アメリカ文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

1. 表現力を重視した形で、英語の4技能（聞く、話す、読む、書く）をバランス良く向上させること 

2. 1)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解すること 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Students will be asked to reflect on current themes in their portfolio. They may also include notes of 

unfamiliar words and phrases. 

A final report must be submitted (along with the portfolio) on the last day of class.  

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

during class discussions. 

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

student has made prior arrangements. 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 Title: The USA 

Author: Alison Baxter 

Publisher: Oxford University Press 

【参考書】 

Title: American Life                 Title: English File Third Edition 

Author: Vicky Shipton               Author: Christina Latham-Koenig 

Publisher: Pearson Education        Publisher: Oxford University Press 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

1. 表現力を重視した形で、英語の 4 技能（聞く・話す・読む・書く）をバランス良く向上させて、応用

できるようになったか。 

2. 1.)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解して、表現できるようにな

ったか。 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め、理解することで、説明できるようになった

か。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to American Culture and Language Class. The USA is a home of the movie industry, 

baseball, technology giants, and some of the world’s most famous civil rights leaders. There are 

American things around us all the time – food, music, books, and films. But what is the United 

States, and how did it become the country it is today? Why did it go to war against Britain – and then 

against itself? What is life like in America today? Come and find out about America’s history, its 

people, music, food, cities and its wild places. 

13．オフィスアワー 

To be announced on the first day in class.  

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

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1回 

Introduction of the course 

American Life: U.S. Facts  

Chapter 1: In the Beginning 

事前学習 
Introduction of the course 

Warm-up quiz 

事後学習 

Reading Chapter 1 

While reading and After reading activities 

Discussion 

第 2回 
American Life: U.S. Facts 

Chapter 2: The Pilgrim Fathers  

事前学習 Review Chapter 1. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 2 

While reading and After reading activities 

Discussion 

第 3回 

American Life: U.S. Facts 

Chapter 3: The War of 

Independence (1) 

事前学習 Review Chapter 2. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 3 

While reading activities 

Discussion 



 

 

 

第 4回 

American Life: U.S. Facts 

Chapter 3: The War of 

Independence (2) 

Practical English 

事前学習 Review; speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 3 

After reading activities 

Discussion 

Conversation “Checking in” 

Role play 

第 5回 
American Life: U.S. Facts 

Chapter 4: The Civil War (1) 

事前学習 Review. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 4 

While reading activities 

Discussion 

第 6回 

American Life: U.S. Facts 

Chapter 4: The Civil War (2) 

Practical English 

事前学習 Review. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 4 

After reading activities 

Discussion 

Conversation “Buying coffee” 

Role play 

第 7回 
American Life: U.S. Facts 

Chapter 5: The Wild West 

事前学習 Review Chapter 4. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 5 

While reading and After reading activities 

Discussion 

第 8回 
American life: U.S. facts 

Chapter 6: Native Americans 

事前学習 Review. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 6 

While reading and After reading activities 

Discussion 

第 9回 
American Life: U.S. Facts 

Chapter 7: New Americans 

事前学習 Review Chapter 6 and U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 7 

While reading and After reading activities 

Discussion 

第 10回 
American Life: U.S. Facts 

Chapter 8: African Americans 

事前学習 Review Chapter 7 and U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 8 

While reading and After reading activities 

Discussion. 

第 11回 

Quiz  

American Life: U.S. Facts 

Practical English  

事前学習 
Review 

Written quiz. 

事後学習 
Conversation “Buying clothes” 

Role play 

第 12回 Group Presentation by students 
事前学習 Speaking about U.S. facts 

事後学習 Presentation 

第 13回 

Review of American Culture and 

Language 

(Extra presentation Day) 

Submission of finial report and 

portfolio 

事前学習 Prepare for submission of portfolio and final report 

事後学習 Review American Culture and Language you learned in class 

課題研究 

1 

Research theme: Review the contents of the first four lectures (1-4), then complete the ‘While reading activities and Written 

quiz’ exercises. While reading activities are on page 61 of the textbook ‘The USA”. Written quiz exercises will be distributed 

during the fourth lecture. 

Writing Activity: The answers for the exercises will require a report 1 to 2 pages in length.  

Implementation Period: Implemented after the forth lecture.  

Submission Deadline: Submit the report at the beginning of the fifth lecture. 

After Submission: The correct answers for the While reading activities and Written Quiz will be provided along with time for 

students to ask questions and exchange their opinions on the quiz. This will happen following the sixth lecture. 

If students continue to have questions about the corrections, etc., explanations will be provided during each lecture or one on 

one. 

課題研究 

2 

Research theme: Review the contents of the second four lectures (5-8), then complete the ‘While reading activities and Written 

quiz’ exercises. While reading activities are on pages 61-62 of the textbook ‘The USA”. Written quiz exercises will be 

distributed during the eighth lecture. 

Writing Activity: The answers for the exercises will require a report 1 to 2 pages in length.  

Implementation Period: Implemented after the eighth lecture.  

Submission Deadline: Submit the report at the beginning of the ninth lecture. 

After Submission: The correct answers for the While reading activities and Written Quiz will be provided along with time for 

students to ask questions and exchange their opinions on the quiz. This will happen following the tenth lecture. 

If students continue to have questions about the corrections, etc., explanations will be provided during each lecture or one on 

one. 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1111 

GECM1311 
２．授業担当教員 黒岩 好子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これからの国際社会に対応していくためには英語でのコミュニケーション能力が必要となってくる。一定の

英単語や文法などの暗記学習も必要だが、表現力に重点を置いた 4 技能（聞く・話す・読む・書く）を養う

ことを主な目的とする。英語を使いこなせるようになるためには、日本語とは異なった英語の言語学的特徴

（発音、文法、語法等）を理解しておくことが大切である。また、英語という言語の背景にある、アメリカ

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

1. 表現力を重視した形で、英語の4技能（聞く、話す、読む、書く）をバランス良く向上させること 

2. 1)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解すること 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 主体的に学習を行う上で基礎となる事前学習・事後学習を各自十分に行うこと。 

2. 長期休暇における課題は、授業で別途配布するアメリカ文化に関する教材を指示に従って履行する。A4用

紙に記入し第12回目の授業時に提出すること。 

3．期末レポートのテーマは、「授業を通して学んだアメリカ文化事情に対する感想と異文化適応について」

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

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 William A. O’Donnell 他著『Life Across the Waves  楽しいアメリカ生活』成美堂、2016。 

      プリント教材も適宜使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

1. 表現力を重視した形で、英語の 4 技能（聞く・話す・読む・書く）をバランス良く向上させて、応用でき

るようになったか。 

2. 1.)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解して、表現できるようになった

か。 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め、理解することで、説明できるようになったか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

3. 小テストは全て受けること。また長期休暇における課題及び期末レポートの提出日は厳守すること。 

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

場合は上記「11．成績評価規準の受講態度等」評価点の減点対象とする。 

5．クラス状況に応じて、授業内容や順番を調整・変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション： 

シラバスの確認、授業概要、及び 

自己紹介 

事前学習 
教科書を購入し、「はじめに」「目次」及び「授業で取り上げる Chapter

（章）」の内容に目を通しておく。 

事後学習 
本授業を受講するにあたっての留意点を振り返り、英語学習の目標

設定と自分に適した学習方法を確認する。 

第２回 第 1章： Making Friends  

事前学習 
１．第 1章(pp.1～5)のわからない英単語を調べ問題もすべて解答し

ておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第３回 第 2章：Renting an Apartment 

事前学習 
１．第 2 章(pp.6～10)のわからない英単語を調べ問題もすべて解答

しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第４回 
第 3 章： Setting up a Bank 

Account  

事前学習 
１．第 3章(pp.11～15)のわからない英単語を調べ問題もすべて解答

しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第５回 

第 5章：Travelling in the United 

States 

小テスト#１ 
事前学習 

１．第 5章(pp.21～25)のわからない英単語を調べ問題もすべて解答

しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。

３．小テスト＃１(第 1，2，3章及び配布プリント) の準備をする。 



 

 

 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第６回 第 9章：The Neighborhood Party  

事前学習 
１．第 9章(pp.41～45)のわからない英単語を調べ問題もすべて解答

しておく。２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第７回 第 10章：Ordering Pizza 

事前学習 
１．第 10 章(pp.46～50)のわからない英単語を調べ問題もすべて解

答しておく。２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第８回 

第 11章：Holidays in the United 
States 

小テスト#２ 

事前学習 

１．第 11 章(pp.51～55)のわからない英単語を調べ問題もすべて解

答しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。

３．小テスト＃２(第 5，9，10章及び配布プリント) の準備をする。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第９回 第 13章：Complaining  

事前学習 
１．第 13 章(pp.61～65)のわからない英単語を調べ問題もすべて解

答しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第１０回 

第 14章：Farmers’Markets 
長期休暇課題について 

外国語活動の発表について 
 

事前学習 
１．第 14 章(pp.66～70)のわからない英単語を調べ問題もすべて解

答しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第１１回 

第 16章：College Towns  

長期休暇課題の提出 

 

事前学習 

１．長期休暇課題レポート完了を確認する。２．第 16章(pp.76～80)

のわからない英単語を調べ問題もすべて解答しておく。  

３．本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。  

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。３．長期休暇課題レポート作成に着手する。 

第１２回 
第 17章：American History 

小テスト#３ 

事前学習 

１．第 17 章(pp.81～85)のわからない英単語を調べ問題もすべて解

答しておく。２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

３．小テスト＃３(第 11，13，14, 16章及び配布プリント) の準備を

する。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。３．外国語活動発表の準備をする。 

第１３回 

外国語活動の発表 

本授業のまとめ 

期末レポート提出 

事前学習 

１．期末レポート(9.-3 参照)を完了する。２．英語の原稿を見ずに

発表ができるようになるまで練習を重ねる。３．初回授業時に設定し

た自分の学習目標に対する達成度を査定してみる。 

事後学習 

１．自身の発表を振り返り、英語表現力を更に高めるための改善点を

考えてみる。２．本授業で使用した教科書、配布プリントおよびノー

トなどに再度目を通し、学びを確認するとともに自身の英語表現力

の更なる向上のために主体的学習の習慣化計画を立てる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ: 教科書第 20 章 (pp.96－100) の本文 Reading を和訳すると共に、付随する (pp.98－100) すべての

問題に解答しなさい。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚 

実施時期： 第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限： 第 6 回の授業開始時に提出する。 

      提出後、フィードバックを第 7 回授業後に行う。 

事後学習： レポート作成とフィードバックを通して学んだことを確認する。  

課題研究 

2 

課題研究テーマ: 別途配布する日米文化比較のいくつかの具体例から一つを選んで要約し、その内容について自身の考

えを述べなさい。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚 (1,000 字程度) 

実施時期： 第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限： 第 9 回の授業開始時に提出する。 

      提出後、フィードバック・意見交換を第 11 回授業後に行う。 

事後学習： レポート作成とフィードバックを通して学んだことを確認する。  

 



 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 
３．科目番号 GECM1121 

２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これからの国際社会に対応していくためには英語でのコミュニケーション能力が必要となってくる。一定の

英単語や文法などの暗記学習も必要だが、表現力に重点を置いた 4 技能（聞く・話す・読む・書く）を養う

ことを主な目的とする。英語を使いこなせるようになるためには、日本語とは異なった英語の言語学的特徴

（発音、文法、語法等）を理解しておくことが大切である。また、英語という言語の背景にある、アメリカ

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

1. 表現力を重視した形で、英語の4技能（聞く、話す、読む、書く）をバランス良く向上させること 

2. 1)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解すること 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

事後学習の仕方は授業中説明する。 

2. 長期休暇における課題として「授業で扱ったレッスンの 練習問題 2. Incomplete Sentences と3. 

Composition に解答する」を課すので計画立てて実施すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

ジョージ・トラスコット他著『Eye on America and Japan そのまま日米比較』南雲堂。 

【参考書】 

各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

1. 表現力を重視した形で、英語の 4 技能（聞く・話す・読む・書く）をバランス良く向上させて、応用でき

るようになったか。 

2. 1.)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解して、表現できるようになった

か。 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め、理解することで、説明できるようになったか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、英語の総合的運用能力の向上を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を順守

すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

３．欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合には、その理由を必ず教員に報告するこ

と。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にする。 

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

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

４．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
この科目を受講するにあたっての留意点 

自己紹介 

事前学習 
テキスト Unit 1～12 に目を通し、どんなことを

授業で行うのか見ておく。 

事後学習 

授業内容を理解し、このテキストを通じて何を学

びたいのか（語彙力をつけたい、リスニング力を

上げたい等）、自分の授業目標を明確にする。 

第２回 

Lesson 1  Physical Education  

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と

意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

第３回 

Lesson 2  Sports Clubs 

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と

意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 



 

 

 

 

第４回 

Lesson 3  Cultural Differences 

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と

意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

第５回 

Lesson 4  Haircuts 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

●課題研究１提出 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と

意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

第６回 

 Lesson 5  Music 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

事前学習 

小テストの準備。英文法を応用しながら予習をし

て英文の構文と意味内容を把握し、練習問題に解

答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

第７回 

◎小テスト①  

Lesson 6  Money 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と

意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

第８回 

Lesson 7  Safety 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と

意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

第９回 

Lesson 8  Life Expectancy 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

●課題研究 2提出 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と

意味内容を把握する。練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

第１０回 

Lesson 9  The Metric System 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と

意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

第１１回 

◎小テスト② 

Lesson 10  Police 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

事前学習 

小テストの準備。英文法を応用しながら予習をし

て英文の構文と意味内容を把握し、練習問題に解

答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

第１２回 

Lesson 11  Seasons 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と

意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

第１３回 

Lesson 12  TV Sports 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と

意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した英

文の構文と意味内容を復習して理解を深める。 

課題研究

1 

課題テーマ：「テキスト Unit 1～3の復習問題」 

   テキストで学習した Unit 1～3の復習問題を配布するので、その課題に解答すること。 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

事後学習：提出後、教員が確認し、返却する。内容が不十分であった場合には、再度問題をやり直し、なぜ間違えたの 

かを理解すること。そして勉強の仕方を次の小テストに生かしてください。 

質問があればいつでも受け付けます。 

 

課題研究

2 

課題テーマ：「テキスト Unit 4～７の復習問題」 

テキストで学習した Unit 4～7の復習問題を配布するので、その課題に解答すること。 

実施時期：第 8回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

事後学習：提出後、教員が確認し、返却する。内容が不十分であった場合には、再度問題をやり直し、なぜ間違えたの 

かを理解すること。そして勉強の仕方を次の小テストに生かしてください。 

質問があればいつでも受け付けます。 

 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 GECM1111 

２．授業担当教員 別府 結起 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これからの国際社会に対応していくためには英語でのコミュニケーション能力が必要となってくる。一定の

英単語や文法などの暗記学習も必要だが、表現力に重点を置いた 4 技能（聞く・話す・読む・書く）を養う

ことを主な目的とする。英語を使いこなせるようになるためには、日本語とは異なった英語の言語学的特徴

（発音、文法、語法等）を理解しておくことが大切である。また、英語という言語の背景にある、アメリカ

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

1. 表現力を重視した形で、英語の4技能（聞く、話す、読む、書く）をバランス良く向上させること 

2. 1)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解すること 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

事後学習の仕方は授業中説明する。 

2. 長期休暇前に課題を課すので計画立てて実施すること。 

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

*Research Project  *Book Review  *Article Review   *Movie Review  *Diary  *Adventure 

*Skit  *Dialogue Writing  *Singing an English Song 

10．教科書・参考

書・ 

教材 

Milada Broukal  “All About the USA 1:A Cultural Reader”Pearson Longman 

・Bring English Japanese dictionary. 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

1. 表現力を重視した形で、英語の 4技能（聞く・話す・読む・書く）をバランス良く向上させて、応用でき

るようになったか。 

2. 1.)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解して、表現できるようになった

か。 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め、理解することで、説明できるようになったか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Hello everyone! Welcome to American Culture and Language I.  In this class, you will learn a lot about 

American culture in English. The class will be student centered, mainly organized by students’ 

presentations. On the first day of class, we make a group and decide which topic you want to do research 

and present. It is introduced to your classmates in class, and how much you understood would be checked 

by small quizzes. I am looking forward to studying with you. 

13．オフィスアワー It will be announced on the first day of the class. 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

Introduction of the Class 

Presentation Group Making 

About The United States 

事前学習 Check all the Units of the textbook 

事後学習 Start collecting information of the presentation 

第２回 

Example Presentation 

Part 1 The United States 

Unit 3 Vermont 

事前学習 Solve all the Unit 3 problems 

事後学習 
Review Unit 3 

Collect information of the presentation 

第３回 
Part 1 The United States 

 Presentation by students① 

事前学習 Check words of Unit 4 

事後学習 

Review information of the state that students 

presented in class. 

Collect information of the presentation 

第４回 

Part 2 U.S. Inventions and Inventors  

Unit 4 Spencer’s Microwave Oven 

Presentation by students② 

事前学習 Read Unit 4 aloud.  

事後学習 

Review information of the Inventions and inventors 

of the U.S. 

Collect information of the presentation 

第５回 

Part 2 U.S. Inventions and Inventors   

Presentation by students ③ 

Quiz 1 

事前学習 Prepare for Quiz 1 

事後学習 
Review U.S. Inventions and Inventors 

Collect information of the presentation 

第６回 

Part 3 U.S. Originals  

Unit 7 McDonald’s 

Presentation by students ④ 

事前学習 Check words of Unit 7 

事後学習 
Review U.S. Originals 

Collect information of the presentation  

  



 

 

 

第７回 

Part 4 Holidays and Special Days  

Unit 10 Christmas and New Year Celebration 

Presentation by students ⑥ 

事前学習 Check words in Unit 10 

事後学習 
Review Holidays and Special Days in the U.S. 

Collect information of the presentation 

第８回 
Part 4 Holidays and Special Days  

Presentation by students ⑦ 

事前学習 Check Holidays and Special Days in the U.S. 

事後学習 
Review Christmas, National Holidays of the U.S. 

Collect information of the presentation 

第９回 
Part 4 Holidays and Special Days  

Presentation by students ⑧ 

事前学習 Check words in Unit 11 and 12 

事後学習 
Review all holidays and special days in the U.S.  

Collect information of the presentation 

第１０回 

Part 5 Washington D.C.  

Unit 13 Capitol 

Presentation by students ⑨ 

事前学習 Check words in Unit 13 

事後学習 
Review Washington D.C. 

Collect information of the presentation 

第１１回 
Part 5 Washington D.C. 

Presentation by students ⑩  

事前学習 Read Unit 13 aloud 

事後学習 
Review information of Washington D.C. 

Collect information of the presentation 

第１２回 

Part 6 U.S. Arts and Entertainment  

Unit 16 Walt Disney 

Presentation by students ⑪ 

事前学習 Check words in Unit 16 

事後学習 
Review Unit 16 Walt Disney 

Collect information of the presentation 

第１３回 

Reviews of American Culture and Language  

(Extra Presentation Day) 

Final Check-up 

事前学習 Prepare for the final Check-up 

事後学習 
Review American Culture and Language you learned 

in class 

課題研究 

1 

Assignment：Please write about what you are influenced by American culture. Write in A4, only 1 paper in 
English. 

The paper will be revised and returned to you after summer. Then, there will be a presentation about the topic you 

chose. pre learning: Get ready for the presentation. post learning：Check the words you need to use in your paper.  

課題研究 

2 

Assignment: Please write about what you presented in class. Write in A4 only 1 paper in English. 

You are going to write what you researched for the presentation. pre learning: Needs some review work to put 

together what you have presented in class. 

Post learning : Correct all the errors you made and submit the paper again to revise.  

 



 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

GECM1111 

GECM1121 

GECM1311 ２．授業担当教員 箕輪 理美 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これからの国際社会に対応していくためには英語でのコミュニケーション能力が必要となってくる。一定の

英単語や文法などの暗記学習も必要だが、表現力に重点を置いた 4 技能（聞く・話す・読む・書く）を養う

ことを主な目的とする。英語を使いこなせるようになるためには、日本語とは異なった英語の言語学的特徴

（発音、文法、語法等）を理解しておくことが大切である。また、英語という言語の背景にある、アメリカ

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

1. 表現力を重視した形で、英語の4技能（聞く、話す、読む、書く）をバランス良く向上させること 

2. 1)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解すること 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

れ詳細については授業中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】Jeffrey Miller, 萱忠義『Iconic America 知られざるアメリカの今』成美堂、2013年。  

【参考書】各自、英和辞書を必ず持参すること。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

1. 表現力を重視した形で、英語の 4技能（聞く・話す・読む・書く）をバランス良く向上させて、応用でき

るようになったか。 

2. 1.)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解して、表現できるようになった

か。 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め、理解することで、説明できるようになったか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

学んでいってほしいと考えています。 

 

受講する学生には積極的に授業に参加し、クラス全体の内容理解に貢献してくれることを期待します。 

13．オフィスアワー 初回の授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction: 授業概要、学習目標、学習方法、自

己紹介 

事前学習 
教科書を購入し、目次及び授業で取り上げる Unit

の内容に目を通しておく。 

事後学習 
自己紹介の良かった点・改善点をノートにまとめ、

後半第 8回の授業で役立つようにしておく。 

第２回 
Unit 1: College Sports: Multibillion Dollar 

Amateurs 

事前学習 
Unit 1 の本文（pp.1～2）を通読し、わからない単

語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第３回 Unit 3: The Dream of a Colorblind America 

事前学習 
Unit 3 の本文（pp.13～14）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第４回 Unit 4: America: A Bilingual Country? 

事前学習 
Unit 4 の本文（pp.19～20）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

  



 

 

 

第５回 
Unit 5: Steve Jobs’ Legacy 

小テスト① 

事前学習 

１．小テスト①（Unit 1, 3, 4）の準備をする。 

２．Unit 5 の本文（pp.25～26）を通読し、わから

ない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第６回 

Unit 8: New York City: Tragedy, Energy, and 

Optimism 

プレゼンテーション準備 

事前学習 
Unit 8 の本文（pp.43～44）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第７回 プレゼンテーション：他己紹介 

事前学習 
英語の原稿を見ずにプレゼンテーションができるよ

うになるまで練習を重ねる。 

事後学習 

１．自分のプレゼンテーションを振り返り良かった

点と改善点をノートに記録する。 

２. 上手いと思ったプレゼンテーションの共通点を

考えてみる。 

第８回 
Unit 9: Los Angeles: America’s Most Creative 

City 

事前学習 
Unit 9 の本文（pp.49～50）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第９回 

Unit 10: The Grand Canyon: Conservation vs. 

Development 

小テスト② 

事前学習 

１．小テスト②（Unit 5, 8, 9）の準備をする。 

２．Unit 10の本文（pp.55～56）を通読し、わから

ない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第１０回 Unit 11: Starbucks: The Third Place 

事前学習 
Unit 11の本文（pp.61～62）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第１１回 
Unit 12: Hip Hop: From the Ghetto to the 

Mainstream 

事前学習 
Unit 12の本文（pp.67～68）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第１２回 Unit 13: Amazon.com 

事前学習 
Unit 13の本文（pp.73～74）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第１３回 
グループワーク：アメリカの政治文化 

小テスト③ 

事前学習 小テスト③（Unit 11-13）の準備をする。 

事後学習 授業で学んだ内容を復習する。 

課題研究 

1 

研究課題テーマ：Unit 2: The Rise of the Megachurches 

形式：事前に配布するプリントを参考に、Unit 2の本文（pp.7～8）を通読する。その後、内容の理解度を測るための

課題プリントに記述する。 

実施時期：長期休暇中に実施する。 

提出期限：課題プリントを長期休暇明けの最初の授業開始時に提出する。提出後、プリントを添削したものを返却し、

解説・質疑応答を行う。 

事後学習：授業での解説および配布された解説資料をもとに本文の内容を復習し、意味を確認しながら本文を音読する。 

課題研究

2 

研究課題テーマ：Unit 6: Disney and Marvel: The Little Mermaid Meets the Incredible Hulk 

形式：事前に配布するプリントを参考に、Unit 6の本文（pp.31～32）を通読する。その後、内容の理解度を測るため

の課題プリントに記述する。 

実施時期：長期休暇中に実施する。 

提出期限：課題プリントを長期休暇明けの最初の授業開始時に提出する。提出後、プリントを添削したものを返却し、

解説・質疑応答を行う。 

事後学習：授業での解説および配布された解説資料をもとに本文の内容を復習し、意味を確認しながら本文を音読する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
医学概論（小児保健を含む） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2317 

２．授業担当教員 橋本 由利子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、ならびに意見発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
原則として、「解剖生理学」履修後または履修中であること 

７．講義概要 

この講義は、総合社会科学としての医学の側面についても触れ、生活の質（QOL）を豊かにする保健・医

療・福祉のあり方についても学び、乳・幼・小児の保育・教育にかかわる専門職者として要求される最低限

の医療、医学の知識の習得を目標とする。さらに、最新の健康情報の検証も行う。 

具体的には、 

 ●心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達や日常生活との関係を踏ま 

  えて理解する。 

 ●小児の発達とリスク因子について理解する。 

８．学習目標 

１．心身の機能と身体構造、および様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達・老化と日常生活と

の関係を踏まえて理解できるようになる。 

２．乳・幼・小児の健全な発達に寄与する方策が理解できるようになる。 

３．生活習慣病とその予防につき、小児の段階における健康増進の正しい方策について考察できるようにな

る。 

４．医学の基本的知識を深め、最新の医学・医療への関心を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

その日に学習したことを整理するために、毎回ワークシートを提出する。 

レポート課題：自分が興味を持った疾患について、その概要、治療法、予防法、致死率、患者数などをまと

めなさい（1600～2000字程度）。なおレポートは添削して返却するので必ず書き直して再提出

する。 

研究発表：レポート課題で調べた内容について、わかりやすく発表しなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】北村諭著 『医学概論 改訂６版』 中外医学社。 

 

【参考書】中根淳子・佐藤直子編著 『子どもの保健』 ななみ書房。 

澤口彰子・他著 『人体のしくみとはたらき』朝倉書店、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．人体の機能と疾病について、基本的事項を理解しているか。 

２．疾病の予防、治療、リハビリテーションの方策について理解しているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加（授業態度、発言）      30％ 

 ２．課題レポート・発表               30％ 

 ３．期末試験                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目では、医学・医療の歴史を知るとともに、人体の構造と機能、臨床医学の各疾患や、現在の日本の

健康問題についても理解を深めます。新聞などのメディアが報じる健康に関するニュースにも目を向けてく

ださい。 

[受講生に期待される学習態度] 

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

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

３．レポートの提出期限は厳守すること。事情によって提出日に間に合わない場合は講師にそのことを文書

で伝え許可をとるようにする。 

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

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

３．授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用については厳格に対処する。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

医学の歴史と医の倫理 

事前学習 シラバスを読んでくる 

事後学習 
医学の歴史・医の倫理について復習し、ワー

クシートを提出する 

第２回 ヒトのからだの成長と発達 

事前学習 
ヒトのからだの成長と発達について考えて

くる 

事後学習 
ヒトのからだの成長と発達について復習し、

ワークシートを提出する 

第３回 先天異常について 

事前学習 先天異常について考えてくる 

事後学習 
遺伝子病、染色体異常、胎児障害について復

習し、ワークシートを提出する 

第４回 人体の構造と機能 
事前学習 

人体の構造と機能について教科書を読んで

くる 

事後学習 人体の構造と機能について復習し、ワークシ



 

 

 

ートを提出する 

第５回 
臨床医学各論 

小児疾患 

事前学習 小児疾患について教科書を読んでくる 

事後学習 
小児疾患について復習し、ワークシートを提

出する 

第６回 
臨床医学各論 

循環器疾患、呼吸器疾患 

事前学習 
循環器疾患、呼吸器疾患について教科書を読

んでくる 

事後学習 
循環器疾患、呼吸器疾患について復習し、ワ

ークシートを提出する 

第７回 
臨床医学各論 

消化器疾患、代謝・内分泌疾患 

事前学習 
消化器疾患、代謝・内分泌疾患について教科

書を読んでくる 

事後学習 
消化器疾患、代謝・内分泌疾患について復習

し、ワークシートを提出する 

第８回 
臨床医学各論 

腎臓・泌尿器疾患、婦人科・妊産婦疾患 

事前学習 
腎臓・泌尿器疾患、婦人科・妊産婦疾患につ

いて教科書を読んでくる 

事後学習 
腎臓・泌尿器疾患、婦人科・妊産婦疾患につ

いて復習し、ワークシートを提出する 

第９回 
臨床医学各論 

血液・造血器疾患、中毒性疾患、運動器疾患 

事前学習 
血液・造血器疾患、中毒性疾患、運動器疾患

について教科書を読んでくる 

事後学習 
血液・造血器疾患、中毒性疾患、運動器疾患

について復習し、ワークシートを提出する 

第１０回 
臨床医学各論 

神経・筋疾患、精神疾患 

事前学習 
神経・筋疾患、精神疾患について教科書を読

んでくる 

事後学習 
神経・筋疾患、精神疾患について復習し、ワ

ークシートを提出する 

第１１回 
主要な疾患とその対応 

学生発表 

事前学習 今まで学習した疾患について復習してくる 

事後学習 発表を聞き、疾患について整理する 

第１２回 医療保障制度、保健医療対策、医療関係の職種と現状 

事前学習 

医療保障制度、保健医療対策、医療関係職種

にはどのようなものがあるか教科書を読ん

でくる 

事後学習 
医療保障制度、保健医療対策、医療関係職種

について復習し、ワークシートを提出する 

第１３回 

 
まとめ 

事前学習 
今まで学習したことを振り返り、現在の医学

にはどのような問題があるか考えてくる。 

事後学習 
この科目全体について学習したことをまと

める 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 11回の学生発表を聴き、関心を持った疾患 2つ（自分が調べた疾患を除く）についてまとめ、な

ぜ自分がその疾患について関心を持ったかについても述べなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1400字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出。 

事後学習：提出物は期末試験時に返却されるので、コメントを読み、学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：新型コロナウイルス感染症が世界的な流行を引き起こしている。この疾患に対して、人類はどのよう

に対処していったらよいか、第 1回から 1２回までの講義内容を踏まえたうえで、自分の考えを述べなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1400字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施 

提出期限：第１３回の授業前日 17:00まで。第 13回授業時に、意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成、意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 異文化コミュニケーション教育演習 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP3171 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 講義、グループワーク、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
国際教育コース3年生必修科目 

７．講義概要 

異文化コミュニケーションの教育の一つに、異文化トレーニングがある。異文化トレーニングは主に知識

学習と体験学習に大別されるが、講義では知識学習としてトレーニングの種類や内容、効果など認知的側面

を扱い、個人による作業も取り入れていく。 

実践では体験学習としてクラスで実施可能なペアワークやグループワークなどを取り入れながら、異文化

コミュニケーションの情動や行動の側面についても訓練していく。また、トレーニングの実践後にはディブ

リーフィングやディスカッションなども実施し、ルールの違いや行動の意味などについて考えていく。 

クラスのサイズによってトレーニング内容を調整しながら実施していく。 

８．学習目標 

１． 未知の環境での生活やストレンジャーとのコミュニケーションに先立ち、擬似的に体験したり能動的に

行動したりする訓練を通して、経験的知識を習得する。 

２． 擬似異文化の社会的相互作用や人間関係の調整における情動を体感し、自己理解や成長を図り、説明で

きるようになる。 

３． トレーニングを通して、問題の早期認識や判断、対応する力に結び付けできるようになる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をしておく。 

２．ルールの違いや行動の意味について考察する。 

３．自身のコミュニケーション行動とともに、情動についても振り返って分析する。 

詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】石井敏・久米昭元・長谷川典子・桜木俊行・石黒武人著『はじめて学ぶ異文化コミュニケーショ

ン』有斐閣選書、2013。 

【参考書】講義の中で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準(学習目標) 

1.未知の環境での生活やストレンジャーとのコミュニケーションに先立ち、擬似的に体験したり能動的に行

動したりする訓練を通して、経験的知識を習得できたか。 

2.擬似異文化の社会的相互作用や人間関係の調整における情動を体感し、自己理解や成長を図り、説明でき

たか。 

3.トレーニングを通して、問題の早期認識や判断、対応する力に結び付けできたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合的に評価する。 

1.トレーニングの実践やグループワークへの参加程度           総合点の 40% 

2.トレーニング後のディブリーフィングやディスカッションでの発言の程度 総合点の 40% 

3.試験・レポート                           総合点の 20% 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

の中にしまうこと。 

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

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

遅延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

４. 成績総合評価の内「授業への参加態度」は、授業での積極的参加（発言等）も含むため、分からないこ

とは積極的に質問し、意見を述べることを勧める。 

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

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

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

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

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

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

ついて十分に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション: 授業の概要、授業の進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマや内容につい

て把握しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理しておく。 

第２回 異文化トレーニングの背景 

事前学習 

教科書 pp.1~9 を読んでおく。異文化環境下

で生活するために必要なことはなにか考え

てみる。 

事後学習 
異文化トレーニングの始まりや歴史的背景

について整理しておく。 

第３回 文化とコミュニケーション・トレーニング 事前学習 教科書 pp.11~18 を読んでおく。「文化」を考



 

 

えるときどのような捉え方があるのか考え

てみる。 

事後学習 
「文化」について、自分がどのように定義し

ているのか考えを整理しておく。 

第４回 コミュニケーションと相互作用性 

事前学習 

教科書 pp.19~28 を読んでおく。自身が所属

する社会で必要とされる能力とはなにか考

えてみる。 

事後学習 
それぞれ異なった文脈でのコミュニケーシ

ョン方について整理しておく。 

第５回 

スキル・トレーニング 1：「双方向対話型」のコミュニ

ケーション法をもとにした場面を設定し、ペアで実演

する。 

事前学習 各ペア実演のための準備をする。 

事後学習 
実演した内容を振り返り、講義内容との関連

を確認しておく。 

第６回 
「多数派・主流派（マジョリティ）」と「少数派（マイ

ノリティ）」であることとは 

事前学習 教科書 pp.29~36 を読んでおく。 

事後学習 

社会における「多数派」と「少数派」である

ことの違いについて考えをまとめ、これを配

慮したうえでのコミュニケーションについ

て引き続き考える。 

第７回 
スキル・トレーニング 2：「多数派」と「少数派」間の

コミュニケーションの場面を設定し、ペアで実演する。 

事前学習 各ペア実演のための準備をする。 

事後学習 
実演した内容を振り返り、講義内容との関連

を確認しておく。 

第８回 
社会的に構築されたアイデンティティとコミュニケー

ション 

事前学習 教科書 pp.44~58 を読んでおく。 

事後学習 

アイデンティティが社会的に構築されると

いうことはどうゆうことなのか、考えをまと

める。 

第９回 
「帰属意識」と「私観」がコミュニケーションに与え

る影響 

事前学習 教科書 pp.44~58 を読んでおく。 

事後学習 
コミュニケーションに「帰属意識」と「私観」

が与える影響について更に考える。 

第１０回 

スキル・トレーニング 3：「帰属意識」と「私観」が与

える影響について配慮されたコミュニケーションの場

面を設定し、ペアで実演する。 

事前学習 各ペア実演のための準備をする。 

事後学習 
実演した内容を振り返り、講義内容との関連

を確認しておく。 

第１１回 
「偏見」「ステレオタイプ」「差別」とコミュニケーシ

ョン 

事前学習 教科書 pp.61~73 を読んでおく。 

事後学習 

「偏見」「ステレオタイプ」「差別」はコミュ

ニケーションのどのように影響を及ぼすか

更に考える。 

第１２回 

スキル・トレーニング 4：「偏見」「ステレオタイプ」「差

別」が起こりやすいコミュニケーションの場面を設定

し、ペアで実演する。 

事前学習 各ペア実演のための準備をする。 

事後学習 
実演した内容を振り返り、講義内容との関連

を確認しておく。 

第１３回 「非言語コミュニケーション」の特徴 

事前学習 教科書 pp.135~158 を読んでおく。 

事後学習 

非言語コミュニケーションに潜む「メッセー

ジ」は人間関係どのような影響をもたらすか

考える。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「異文化コミュニュケーションの役割」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施期間：第６回の授業後に実施する 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答等を７回の授業終了後に行うが、その後も毎回の授業で随時受付、適宜指導する。 

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

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：「今回のペア実演から学んだこと」 

実施期間：第 8 回の授業日以降の補講日にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：これまでの授業を振り返り、日常での異文化コミュニケーションの役割について意見交換の準備をしてお

く。 

事後学習：既習内容について振り返り、総復習をしておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 異文化理解 （2 単位） 

３．科目番号 
EDEN3331 

EDEN3131 
２．授業担当教員 坂井 二郎 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学部３，４年次学生対象 

７．講義概要 

国際社会や世界との関わりの中で、他者と効果的なコミュニケーションを行う力を育成するために、コミ

ュニケーションの手段としての外国語やその背景にある文化の多様性及び異文化コミュニケーションの現状
と課題について学んでいく。また、さまざまな英語圏の文化を通じて、英語による表現力への理解を深め、
中学校及び高等学校における外国語科の授業に必要な知見を身に付けていく。 

本講義における学習事項としては、１．異文化コミュニケーションの現状・課題と基礎概念、２．異文化
交流の体験過程と文化多様性の意義、３．英語文化圏の歴史・社会・文化、以上３点を適宜扱うものとする。 

８．学習目標 

１. 世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状と課題を理解している。 

２. 多様な文化的背景を持った人々との交流を通して、文化の多様性及び異文化交流の意義について体験的
に理解している。 

３. 英語が使われている国や地域の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解している。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題は教科書で扱われる各章の内容を熟読しておくことを意味する。具体的には各回の事前学習をよく読み
行うこと。レポート課題は授業時に通知する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
池田理知子 編著『よくわかる異文化コミュニケーション』ミネルヴァ書房、2010。 

【参考書】 

石井敏・久米昭元 編『異文化コミュニケーション事典』春風社、2013。 

その他文献は講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１. 世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状と課題を理解できるようになったか。 

２. 多様な文化的背景を持った人々との交流を通して、文化の多様性及び異文化交流の意義について体験的
に理解できるようになったか。 

３. 英語が使われている国や地域の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２. 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

１．わからないことはそのままにせず、どのような些細なことでも気軽に聞くようにしてください。 
２．宿題は授業時のペアやグループでの演習の題材となるため、必ず行なってください。 
３．辞書は適宜持参してください。 

４．皆さんと意見交換をする事を楽しみにしていますので、意見がある場合は積極的に発信してください。 
５．私語や携帯の不必要な使用は厳禁とします。 

13．オフィスアワー 初回授業時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

異文化コミュニケーションの現状と課題 
グローバル社会における異文化コミュニケーションの
現状と課題について考える。特に、世界の言語・文化の
多様性や自国内外の言語・文化の多様性の現状と私たち
の生活に与える影響や課題について考えを深める。 

事前学習 
シラバスを確認し、教科書や扱うテーマ内容
について把握しておく。 

事後学習 
授業の進め方や異文化コミュニケーション
の現状と課題について振り返っておく。 

第２回 

異文化交流の変遷と意義（Ⅰグローバル社会と異文化コ
ミュニケーション） 
グローバル化の影響に留意しながら異文化交流の変遷
について理解する。また、身近に存在している多様な文
化背景を持つ外国人との異文化接触の体験を振り返る
ことで異文化交流の意義について考える。特に、クラス
内外の文化背景を持つ交換留学生、学部留学生とペアと
なり実際に異文化交流の機会を持ち、その体験から課題
と意義について考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.2～11 を読み、日常的に経験して
いる自身の異文化体験について振り返って
おく。 

事後学習 
既習内容を復習する。実際に体験した異文化
交流についてノートに記録し課題と意義に
ついて自分なりに考えをまとめておく。 

第３回 

「文化」の概念と多様性（Ⅱ文化） 
文化は色々な側面を持ち、私たちの日常生活に大きな影
響を及ぼしている。「文化」をより身近なものとして捉
え、自分自身と文化の関係を理解する。 

事前学習 
教科書 pp.12～25を読み、文化とはなにかに
ついて自分なりに考えておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、文化についての理解を深
めておく。 

第４回 

コミュニケーション能力と多様な文化的背景（Ⅲコミュ
ニケーション） 
異文化交流で必要とされる能力について、多様な文化背
景を持つ周囲との交流状況や自身の異文化体験と関連
付けながら理解を深める。また、多様な文化背景を持つ
クラス内外の交換留学生や学部留学生とペアになり実
際に異文化交流の機会を持つことで異文化交流で必要
なコミュニケーション能力について考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.26～37を読み、コミュニケーショ
ン能力について把握しておく。 

事後学習 

既習内容を復習する。実際に体験した異文化
交流体験を振り返り異文化交流で必要なコ
ミュニケーション能力について自分なりに
考えをまとめておく。 



 

 

第５回 

リンガフランカとしての英語（Ⅳ言語 1-7） 
国際社会における共通語としての英語の影響力につい
て理解する。特に英語の持つ政治的力や経済的力につい
て考える。 

事前学習 
教科書 pp.38～51を読み、国際社会における
英語の影響力について自分なりに考えてお
く。 

事後学習 
既習内容を復習し、英語を学ぶ意義について
確認しておく。 

第 6回 

異文化コミュニケーションにおける非言語の役割（Ⅴ非
言語） 
異文化コミュニケーションにおける非言語の種類や特
徴について考察する。 

事前学習 
教科書 pp.66～77 を読み、“非”言語とはな
にか把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、非言語の特徴について確
認しておく。 

第 7回 

異文化交流の影響：カルチャーショックと異文化適応
（Ⅶ異文化接触 1-6） 
身近に存在する異文化と日常生活で起こり得るカルチ
ャーショックを自身の経験に依拠し関連付けながら、新
たなものとの出会いや異文化接触の意義について理解
を深める。また、クラス内外の交換留学生や学部留学生
と彼らが日本で経験したカルチャーショックや異文化
適応について異文化交流を兼ねたペアワークやグルー
プ討議を実施することで考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.98～109 を読み、自身のカルチャ
ーショック体験があれば振り返っておく。 

事後学習 
既習内容を復習する。実際に体験した異文化
交流体験からカルチャーショックや異文化
適応について考えをまとめておく。 

第 8回 

異文化交流の影響：異文化接触と摩擦（Ⅶ異文化接触
7-11） 
多様な文化背景を持つ周囲や他者との日常的な異文化
交流の関係から文化や自己を改めて見つめ、自身の多様
な文化アイデンティティについて体験に依拠しながら
確認しておく。また、クラス内外の交換留学生や学部留
学生と異文化摩擦と多文化アイデンティティの関係に
ついて異文化交流を兼ねたペアワークやグループ討議
を実施し考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.110～119を読み、文化が異なると
はどのようなことか改めて考えておく。 

事後学習 

既習内容を復習する。実際に体験した異文化
交流体験から異文化摩擦や自身の多様なア
イデンティティについて考えをまとめてお
く。 

第 9回 

異文化交流の影響：多様なコミュニケーション・ツール
とその社会的影響（Ⅷ異空間としてのメディア） 
身近なコミュニケーション・ツールを通した異文化交流
やその影響について、自身の使い方や日常における実際
の交流状況と照らし合わせながら確認する。またクラス
内外の交換留学生や学部留学生とペアになりメールや
ラインをはじめとする多様なメディアでの異文化交流
を体験し、コミュニケーションメディアの影響や課題に
ついて考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.120～139を読み、コミュニケーシ
ョン・ツールにはどのようなものがあるか把
握しておく。 

事後学習 

既習内容を復習する。実際に体験した多様な
メディアでの異文化交流からコミュニケー
ションメディアの社会的影響力や課題につ
いて考えをまとめておく。 

第 10回 

英語が使われている国や地域：メディア（Ⅸメディアと
文化） 
メディアも政治的・経済的支配と無関係ではない。社会
の力関係とメディアの役割を確認し、情報を批判的に読
み取ることを意識する。例えば様々な SNSを通して英語
で情報を入手したり、クラス内外の多様な文化背景を持
つ留学生と実際に SNS で英語を使用した異文化交流を
体験し、情報の妥当性やメディアを通しての交流体験の
課題などについて批判的に再考してみる。 

事前学習 
教科書 pp.140～155を読み、メディアと文化
の関係を把握しておく。 

事後学習 

既習内容を復習し、メディアによる文化受容
やメディアを使用した異文化コミュニケー
ション・異文化交流について理解したことを
ノートにまとめておく。 

第 11回 

英語が使われている国や地域：文化的背景が異なる人々
との共生（Ⅹ文化のポリティックス） 
身近な地域の人々の現状を把握し、多文化共生や多様な
文化背景をもつ人々との交流の意義について学修する。
特に英語が使われている国や地域を中心に扱いながら
考える。また共通語としての英語をコミュニケーション
ツールとした多文化共生についてクラス内外の留学生
とグループ討議を実施し考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.156～175を読み、文化の多様性に
ついて改めて考えておく。 

事後学習 

既習内容を通して身近な地域の人々の現状
を把握し、多文化共生や多様な文化背景をも
つ人々との交流の意義についてクラス内外
での実際の異文化交流体験にも留意しなが
ら復習しておく。 

第 12回 

異文化コミュニケーションの今日的課題（Ⅺグローバリ
ゼーションの行方） 
異文化コミュニケーションの今日的課題について考え
る。特にグローバル化がもたらす画一化と拡散化の現状
と異文化コミュニケーションの課題について再考する。 

事前学習 
教科書 pp.176～189を読み、グローバル化が
進行する現代世界における異文化理解の課
題について自分なりに考えておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、異文化理解に必要な要因
について実際の異文化交流の体験から学ん
だことを含め全体的に整理しておく。 

第 13回 

総括、まとめテスト、レポート提出 

グローバル化の進行する現代の異文化コミュニケーシ

ョンの現状・課題・意義と異文化理解に必要な要因につ

いて教科書の既習内容に留意しながら総括する。 

事前学習 
既習内容について総復習し、不明な点がない
か確認しておく。 

事後学習 
ノートや資料を整理し、学んだことを総括し
振り返りができるようにまとめておく。 

課題研究

1 

課題研究テーマ:教科書の pp.52-65 までの内容を踏まえ、「英語が使われている国や地域の多言語主義の意義・意味」
についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1440字程度） 
実施時期:第 5回の授業後に実施する。 
提出期限:第 7回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業後に随時受け付け適宜指導する。 
事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをノートにまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ:教科書の pp.78-97 までの内容を踏まえ、「異文化コミュニケーションにおける時間・空間の役割と機
能」についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1440字程度） 
実施時期:第 6回の授業後に実施する。 
提出期限:第 8回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業後に随時受け付け適宜指導する。 
事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをノートにまとめる。 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 医療経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2130 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッ

ション（学生からの講師への質問、ディスカッション等）を伴っ

たものにする。 

５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

いることも考えれば、その重要性は増している。 

８．学習目標 

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

２．現代の医療機関の運営に必要な公共性と利潤追求とのバランス感覚を養う。 

３．一般の企業、公共機関と医療機関の運営の相違点と類似点を把握する。 

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

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

する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

アサインメントは特に課さない。第6回、10回の講義では課題研究を出題する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】授業内で配布するプリント教材を使用する。 

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

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

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

１．医療経営に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業・課題研究への積極的参加度、期末試験を総合して評価する。 

１ 授業、課題研究への積極的参加   総合点の５０％ 

２ 期末試験             総合点の５０％ 

 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

２．第６回、第１０回目の講義の際に課題研究を出題する。提出された研究レポートは後日発表してもら

う予定である。  
３．将来、医療・福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンス

を磨く、という意気込みで講義や演習に臨んでほしい。 

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

５．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問すること。 
６．期末試験については後日お知らせします。 

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

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 
日本医療の現状と課題① 

-我が国の医療費を巡って- 

事前学習 日頃、病院経営で見聞することをまとめる。 

事後学習 医療システムが直面する課題を整理する。 

第２回 
日本医療の現状と課題② 
        -医療提供体制- 

事前学習 前回の講義内容を確認する。 

事後学習 医療システムが直面する課題を整理、まとめる。 

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

事後学習 経営学が医療問題の解決にどう役立つか考える。 

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

事後学習 医療サービスに相応しい組織は何かまとめる。 

第５回 
病院の医事管理 
演習 

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

事後学習 
これまで本講義で学んだ医療経営に関する知識を整理す
る。 

  



 

 

第６回 

病院の人的資源管理① 
-病院スタッフの動機づけ、 

雇用の現状と課題- 
課題研究１の出題 

事前学習 
経営学など他授業で学んだ人的資源管理の知識を整理す
る。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の意義を整理する。 

第７回 
病院の人的資源管理② 
-人事考課、賃金制度、キャリア開発- 

事前学習 病院における人的資源の確保・定着に必要なことを考える。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の意義を整理する。 

第８回 
医療の情報化とＩＣＴシステム 
演習 

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

事後学習 医療の情報化のメリット・デメリットは何かまとめる。 

第９回 病院の財務・会計と経営分析 
事前学習 これまで学んだ財務・管理会計に関する知識をまとめる。 

事後学習 病院経営における経営分析の意義を整理する。 

第１０回 
医療保険制度と DPC 
課題研究２の出題 

事前学習 自分にとって身近な医療保険を考える。 

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

第１１回 
医療の評価 
 

事前学習 患者としてどういう病院を選択するかを考える。 

事後学習 医療の評価の特徴についてまとめる。 

第１２回 医療安全管理そのほか 
事前学習 

医療事故とはどのようなものか調べる。 
 

事後学習 医療安全管理の重要性など整理する。 

第１３回 
最後のまとめ 
演習（課題研究２の発表と討論など） 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 
第１０回講義で出題された課題研究２の発表準備 

事後学習 
医療経営に関し自分なりの知見がもてたか振り返る。 
課題研究２の発表・討論の振り返り 

課題研究 
1 

課題研究テーマ：第 1 回目～第 6 回の講義内容を踏まえて、レポートにまとめる。課題は第 6 回目の授業の際に発表す

る。 

レポート形式：A4 用紙 1-2 枚 1000 字程度 

実施時期：第 6 回の授業後に課題を発表するので各自で作成すること。 

提出期限：第 7 回の授業日の前日までに、中野研究室に提出する。 

     提出後、中野で添削・評価等をおこなったうえ第 8 回目の授業で、発表、講評、質疑応答、意見交換などを

おこなう。 

事後学習：レポート作成と討論・質疑応答などを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：第 1 回目～第 10 回の講義内容を踏まえて、レポートにまとめる。課題は第 10 回目の授業の際に発表

する。 

レポート形式：A4 用紙 1-2 枚 1000 字程度 

実施時期：第 10 回の授業後に課題を発表するので各自で作成すること。 

提出期限：第 12 回の授業日の前日までに、中野研究室に提出する。 

     提出後、中野で添削・評価等をおこなったうえ第 13 回目の授業で、討論・とりまとめ、全体発表、講評、質

疑応答、意見交換などをおこなう。 

事後学習：レポート作成と演習での討論・質疑応答などを通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
医療ソーシャルワーク実践論 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP3326 

SCMP3326 

SBMP3326 ２．授業担当教員 中里 哲也 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

１ ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを履修していることが望ましい。 

２ 将来、医療ソーシャルワーカーを目指している学生が望ましい。 

７．講義概要 

保健、医療の分野におけるソーシャルワーカーとして、疾患のある当事者や家族への心理社会的支援を行

う過程で必要となる、専門的価値、知識、技術について学ぶことを目的とする。 

 本講義では、患者及びその家族支援、医療ソーシャルワーク実践の理論と技術を学ぶ。 

８．学習目標 

 本科目では、保健医療ソーシャルワークに関する制度、サービスについて学ぶだけでなく、実際の臨床の

場面で即戦力となるソーシャルワーカーを養成することを目的としている。 

学習目標は以下の3項目とする。 

 1．臨床ソーシャルワークを行う上で必要となる対人援助技術全般について学び，基本的技術を習得し応用

出来るようになる。 

 2．医療現場におけるソーシャルワーク実践に必要となる価値、知識、技術を習得し，自分の言葉で人にわ

かりやすく伝えることができるようになる。 

 3．具体的疾患や事例に沿ったソーシャルワーク実践の展開方法について学び，考察することで自らの意見

をまとめ，論理的に説明出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１． 保健医療分野のソーシャルワーカーの役割及び機能について、ミクロ／メゾ／マクロ、それぞれの視点

から述べなさい（A4／3枚） 

２．チーム医療におけるソーシャルワーカーの果たすべき役割について述べなさい（A4／2枚） 

３．グループ毎に選別した疾患についてのソーシャルワーク実践をレポートにまとめる。 

※A4とは1,200字（30字×40行）／枚とする。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

日本医療社会福祉協会 編『保健医療ソーシャルワークの基礎―実践力の構築』相川書房。 

授業の中で配布プリント在り。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートについては、授業内容の理解度と考察力について評価する。 

２．グループプレゼンテーションについては、発表のわかりやすさ、課題の理解度などの項目について、学

生と教員の双方で評価する。 

○評定の方法 

 授業態度 30％、レポート 20％、期末試験 20％、グループプレゼンテーション 30％として総合的に評価す

る。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本科目では，学生個人の思考力，創造力，問題解決能力を養成し，医療ソーシャルワーク実践における，

技術，知識を得ることを目的としている。目的達成のため，受講生は以下の条件を守ること。 

１．授業中は，高い緊張感と，集中力を保って受講すること。また，積極的に参加することを望む。 

２．自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

３．授業中は欠席，遅刻，早退をしないこと。正当な理由なき遅刻、欠席は認めない。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された場合には，厳格な指導を行う。指導後も態度の改善が見られない

場合，たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること 

５．授業中，私語，居眠り，携帯電話等の操作はしないこと。 

６．予習・復習を行い、授業へ臨むこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的，目標を明確にし，授業の進行はシラバスに沿って基本的に行う。変更がある場合には別途

通知する。 

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

３．本科目ではディスカッションを積極的に導入し，双方向対話型の学習環境を作る。 

４．遅刻，早退，授業中の居眠り，私語，携帯電話の使用等，授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は，厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1 回 

第 2 回 

オリエンテーション  

医療ソーシャルワーク実践の適応領域

と対象分野 

事前学習 

医療ソーシャルワーク実践論の学習用ノートを準備する。講義

を受けるうえで具体的に何を学びたいか具体的に考えて、意見

をまとめてくること。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 3 回 

第 4 回 

医療ソーシャルワーク概論Ⅰ 

医療ソーシャルワーカーの役割と機能 

事前学習 
第一回の授業を受けて、保健医療分野において活動しているの

か要点をまとめる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 5 回 

第 6 回 

医療ソーシャルワーク概論Ⅱ 

医療ソーシャルワーク実践に活用され

る制度の理解 

事前学習 
ソーシャルワーカーにおける「社会資源」の意味を調べ、学習

用ノートにまとめてくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 



 

 

第 7 回 

第 8 回 

医療ソーシャルワーク概論Ⅲ 

医療ソーシャルワーク実践における疾

病の理解 

事前学習 
どんな疾病に対してソーシャルワーカーが関わっているか自

己学習し、学習用ノートにまとめてくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 9 回 

第 10 回 

医療ソーシャルワーク概論Ⅳ 

医療ソーシャルワーク実践における主

要理論の理解 

事前学習 
「理論」の定義について自らの言葉で説明出来る様に学習用ノ

ートにまとめてくる。 

事後学習 
学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。課題①の作成

と提出。 

第 11 回 

第 12 回 

医療ソーシャルワーク実践（1） 

（面接技術Ⅰ）基本的コミュニケーシ

ョンスキル（非言語・準言語） 

事前学習 
1 回〜10 回までの概論について学習用ノートに要点をまとめ

てくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 13 回 

第 14 回 

医療ソーシャルワーク実践（2） 

（面接技術Ⅱ）情報収集のためのコミ

ュニケーションスキル（言語） 

事前学習 
第 11回・12回の講義で学んだ学習要点を学習用ノートに整理

してくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 15 回 

第 16 回 

医療ソーシャルワーク実践（3） 

（グループワーク技術Ⅰ）グループダ

イナミクスの実践と応用 

事前学習 
第 13回・14回の講義で学んだ学習要点を学習用ノートに整理

してくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 17 回 

第 18 回 

医療ソーシャルワーク実践（4） 

（グループワーク技術Ⅱ）実際のMSW

支援にグループを用いる演習 

事前学習 
第 15回・16回の講義で学んだ学習要点を学習用ノートに整理

してくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 19 回 

第 20 回 

医療ソーシャルワーク実践（5） 

（チーム医療及び組織の理解） 

事前学習 
第 17回・18回の講義で学んだ学習要点を学習用ノートに整理

してくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 21 回 

第 22 回 

医療ソーシャルワーク実践（6） 

医療ソーシャルワーク実践をソーシャ

ルアクション（マクロ実践）に繋げる 

事前学習 
第 19回・20回の講義で学んだ学習要点を学習用ノートに整理

してくる。 

事後学習 
学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。課題②の作成

と提出。 

第 23 回 

第 24 回 
グループプレゼンテーション 

事前学習 プレゼンテーションが滞りなく実施出来る様準備を行う。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 25 回 

第 26 回 
振り返り／まとめ 

事前学習 
第 24 回までに学んだことを学習目標と照らし合わせ学習達成

度について整理してくる。 

事後学習 
医療ソーシャルワーク実践論での学びを振り返り、ソーシャル

ワーク演習Ⅳ、Ⅴに向けた自己課題をまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ:第１回～4回の講義内容を踏まえて、「医療ソーシャルワーカーの役割」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 4回の授業後に実施する。 

提出期限:第 5回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ:第 5、6回の講義内容を踏まえて、「医療ソーシャルワーカーが用いる制度」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 6回の授業後に実施する。 

提出期限:第 7回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

3 

課題研究テーマ:第 7、8回の講義内容を踏まえて、「医療ソーシャルワーカーの疾病の理解とは」についてレポートに

まとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 8回の授業後に実施する。 

提出期限:第 9回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

4 

課題研究テーマ:第 9 回～18 回の講義内容を踏まえて、「医療ソーシャルワーカーの援助技術」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 18回の授業後に実施する。 

提出期限:第 19回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 20回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

1．科目名（単位数） 英語学Ⅰ（英語の歴史） （2 単位） 

3．科目番号 EDEN3307 

2．授業担当教員 坂井 二郎 

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

6．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学部３，４年次学生対象 

7．講義概要 

本講座の目標は、中学校及び高等学校における外国語科の授業に資する英語学的知見を身につけることにあ
る。現代英語を学ぶ・教える上で、英語の辿ってきた歴史を知っていることは重要である。この科目では、

現代英語が成立した経緯を学び、国際共通語としての英語の実態を概観する。特に、古英語、中英語、近代
英語までの変遷が現代英語の語彙、つづり字、発音、文法にどのような影響を与えているかに注目する。最
後に国際語としての現代英語の実態と変遷の歴史を基に英語の未来について考察し英語教員としての知見を

養う。 

8．学習目標 

1. 現代英語が成立した歴史的変遷や経緯について概観することができる。 

2. 英語の変遷が現代英語の語彙、つづり字、発音、文法に与えた影響について理解できる。 

3. 国際共通語としての現代英語の実態について理解し英語の未来について考えることができる。 

9．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

宿題は授業で扱うそれぞれの章を授業前までに熟読し内容把握しておくことを意味する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

寺澤盾『英語の歴史―過去から未来への物語』中央公論新社。 

【参考書】 

中尾俊夫、他『図説 英語史入門』大修館書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1. 現代英語が成立した歴史的変遷について概観することができたか。 

2. 英語の変遷が現代英語の語彙、つづり字、発音、文法に与えた影響について理解できたか。 
3. 国際共通語としての現代英語の実態について理解し英語の未来について考えることができたか。 
○評定の方法 

グループ学習への参加度・貢献度  30% 

課題・提出物           30% 

試験(小テスト・口頭発表等)     40% 

12．受講生への 

メッセージ 

1．英語学の基礎をなす英語史について学習しますので学習したことは必ず確認し、疑問やわからないことは
そのままにせず、些細なことでも気軽に質問してください。 

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

13．オフィスアワー 初回授業時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

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

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

第２回 
国際語としての現代英語の現状について概観する
（第 1 章：pp.3～18）。 

事前学習 
第 1 章を読み、国際語としての英語の現状につい
てノートに重要点と疑問点をまとめておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

第３回 
英語のルーツについて考察する。特に英語の属し
た「語族」から英語のルーツについて考える（第
2 章：pp.19～36）。 

事前学習 
第 2 章を読み、英語のルーツについてノートに重
要点と疑問点をまとめておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

第４回 
英語史の各時期の語彙と文法の歴史的変化につい
て概観する（第 3 章：pp.36～50）。 

事前学習 
pp.36～50 を読み、英語史の各時期の語彙と文法の
歴史的変化についてノートに重要点と疑問点をま
とめておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

第５回 
古英語期の語彙の変化について概観する（第 3
章：pp.50～61）。 

事前学習 
pp.50～61 を読み、古英語期の語彙の変化について
ノートに重要点と疑問点をまとめておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

第６回 
中英語期の語彙の増大について概観する（第 3
章：pp.61～74）。 

事前学習 
pp.61～74 を読み、中英語期の語彙の変化について
ノートに重要点と疑問点をまとめておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

第７回 
近代英語期の語彙の増大について概観する（第 3
章：pp.74～94）。 

事前学習 
pp.74～94 を読み、近代英語期の語彙の変化につい
てノートに重要点と疑問点をまとめておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

第８回 
つづり字と発音の歴史的変化について概観する
（第 4 章：pp.94～114）。 

事前学習 
pp.94～114 を読み、つづり字と発音の歴史的変化
についてノートに重要点と疑問点をまとめておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

  



 

 

第９回 
文法の歴史的変化について概観する（第 4 章：
pp.114～134）。 

事前学習 
pp.114～134 を読み、文法の歴史的変化についてノ
ートに重要点と疑問点をまとめておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

第 10回 
近代英語期以降の英語の拡張と多様性について概
観する（第 5 章：pp.135～146）。 

事前学習 
pp.135～146 を読み、近代英語期以降の英語の多様
性についてノートに重要点と疑問点をまとめてお
く。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

第 11回 
現代英語における語彙の変化について概観する：
科学技術の進歩と環境運動から生まれた新語につ
いて（第 6 章：pp.147～167）。 

事前学習 
pp.147～167 を読み、科学技術の進歩と環境運動か
ら生まれた新語についてノートにまとめておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

第 12回 
現代英語における語彙の変化について概観する：
差別撤廃運動から生まれた新語について（第 6
章：pp.168～188）。 

事前学習 
pp.168～188 を読み、差別撤廃運動から生まれた新
語についてノートにまとめておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

第 13回 
第 1 章から終章までの総括とまとめテスト：英語
教育における英語の歴史の知見の意義を考える。 

事前学習 
教科書とノートを振り返り、英語教育にどのように
英語の歴史の知識を活用できるか考えておく。 

事後学習 
授業内容を振り返り、重要点を再確認し、疑問点が
解決したか確認する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ:第 2 回から第 7 回までの講義内容と教科書の第 1 章から第 3 章までの内容を踏まえ、「英語の歴史にお
ける英語のルーツと語彙の増大に関する説明とそれらの歴史的知識の英語教育への活用」についてレポートにまとめな
さい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1440 字程度） 
実施時期:第 7 回の授業後に実施する。 
提出期限:第 8 回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業後に随時受け付け適宜指導する。 
事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをノートにまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ:第 11 回までの講義内容と教科書の終章(pp.189-199)の内容を踏まえ、「50 年度の英語と英語教育の今後
の展望」にについてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1440 字程度） 
実施時期:第 11 回の授業後に実施する。 
提出期限:第 12 回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業に併せ教室で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後もオフィスアワーで随時受け付け適宜指導する。 
事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをノートにまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
英語学Ⅱ（英語の発音と音声） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2307 

２．授業担当教員 井草 玲子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

英語音声学の入門書をテキストとし、英語教員を目指すものにとって必要不可欠な英語の発音や音声につい

て基礎的な知識を身につけ英語学的知見を養う事を目標とする。具体的には、音声器官、母音や子音の分類
と発音の仕方、音の連結、アクセント、イントネーションについて学習し、実際に英語の発音を聞き取り、
自らも発音練習をする。受講生は、近い将来、教育現場で発音指導にあたる事を念頭に置き、自らの英語の

発音の矯正に努め、学習した事をどのように教育現場で活かせるか、考察することになる。  

８．学習目標 

1. 世界には様々な英語があるが、英語教員志望の受講生にとって必要不可欠な英語の発音と音声に関する基
礎的な事項を理解することができる。 

2. 将来英語を教える時、児童生徒の発音指導ができるように、まず、正しい発音を聞き取る力と調音する力
を向上させ、教師として相応しい手本を示せるようになることができる。 

3. 学んだ英語の発音と音声の知識を活かし、教育現場で楽しくかつ効果的に英語の発音指導ができるような

教え方の素地を養うことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て丁寧に予習と復習を行うこと。 

レポート課題： 

１．母音の発音の特徴とその指導法に関するレポート 

２．子音の発音の特徴とその指導法に関するレポート 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

今井由美子 他著『英語音声学への扉－発音とリスニングを中心に』英宝社。 

【参考書】 

竹林滋・斎藤弘子『新装版 英語音声学入門』大修館書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．世界には様々な英語があるが、英語教員志望の受講生にとって必要不可欠な英語の発音と音声に関する
基礎的な事項を理解することができるようになったか。 

２．将来英語を教える時、児童生徒の発音指導ができるように、まず、正しい発音を聞き取る力と調音する

力を向上させ、教師として相応しい手本を示せるようになることができたか。 

３．学んだ英語の発音と音声の知識を活かし、教育現場で楽しくかつ効果的に英語の発音指導ができるよう
な教え方の素地を養うことができたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 30％ 

２ 小テスト及びレポート課題 総合点の 40％ 

３ 期末テスト 総合点の 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

１．各課の説明を読み、付属のＣＤをしっかり聞いて授業に臨み、授業後は、ＣＤを繰り返し聞き、発音練

習をしてください。 

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

い場合には、遅延を認めない場合もあるため、注意すること。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 

発音記号の載っている英和辞書を準備し講義へ臨むこ
と。 

事後学習 テキストを概観して授業の流れをつかむ。 

第２回 母音について（1）前舌母音 
事前学習 

テキスト Unit 1 (pp.4-5) を読み、音声のしくみと母音
について理解しておく。 

事後学習 
Practice 1 前舌母音をより正確に聞き取れるよう、付属
CD を通じて繰り返し練習する。 

第３回 母音について（2）後舌母音 
事前学習 既習の発音記号を見て発音できるようにしておく。 

事後学習 
Practice 2 後舌母音をより正確に聞き取れるよう、付属
CD を通じて繰り返し練習する。 

第４回 母音について（3）中舌母音 
事前学習 既習の発音記号を見て発音できるようにしておく。 

事後学習 
Practice 3 中舌母音をより正確に聞き取れるよう、付属
CD を通じて繰り返し練習する。 

第５回 母音について（4）二重母音 
事前学習 既習の発音記号を見て発音できるようにしておく。 

事後学習 
母音全体をより正確に聞き取れるよう、付属 CD を通じ
て繰り返し練習する。 

第６回 子音について（1）閉鎖音と鼻音 
事前学習 Unit 1 (p.16) を読み、子音について理解しておく。 

事後学習 
Practice 6&7 閉鎖音と鼻音をより正確に聞き取れるよ
う、付属 CD を通じて繰り返し練習する。 

第７回 子音について（2）摩擦音 
事前学習 既習の発音記号を見て発音できるようにしておく。 

事後学習 
Practice 8 摩擦音をより正確に聞き取れるよう、付属CD
を通じて繰り返し練習する。 

第８回 子音について（3）摩擦音と破擦音 
事前学習 既習の発音記号を見て発音できるようにしておく。 

事後学習 
Practice 9 摩擦音と破擦音をより正確に聞き取れるよ
う、付属 CD を通じて繰り返し練習する。 



 

 

第９回 子音について（4）側音と半母音 
事前学習 既習の発音記号を見て発音できるようにしておく。 

事後学習 
子音全体をより正確に聞き取れるよう、付属 CD を通じ
て繰り返し練習する。 

第１０回 音のつながり（1）連結 
事前学習 Lesson 5 (p.40) を読み、連結について理解しておく。 

事後学習 
連結をより正確に聞き取れるよう、付属 CD を通じて繰
り返し練習する。 

第１１回 音のつながり（2）脱落 
事前学習 

Lesson 6&7 (p.46＆48) を読み、脱落について理解して
おく。 

事後学習 
脱落をより正確に聞き取れるよう、付属 CD を通じて繰
り返し練習する。 

第１２回 音のつながり（3）同化 
事前学習 Lesson 8 (p.50) を読み、同化について理解しておく。 

事後学習 
同化をより正確に聞き取れるよう、付属 CD を通じて繰
り返し練習する。 

第１３回 
総括：15 回の授業のまとめ 質疑応答 
授業評価  

事前学習 
既習事項を整理して、不明瞭な点があれば質問の準備を
しておく。 

事後学習 既習事項の総復習をして試験に備える。 

課題研究 

1 

 

研究課題テーマ：『発音と強勢』 Lesson１＆２（p. 32 & 34） 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（指定書式使用）、横書き    

実施時期：第 4 回目の授業終了後 

提出期限：第 5 回目の授業開始時に提出 

事前学習：本文の説明をよく読み、内容を理解し、実際に CD をよく聞いて、練習問題に解答する。 

事後学習：第 7 回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添削され
たレポートとコメントをよく読んで、自らの聞き取りの良い面と改善点を考察し、今後強勢をより正確に聞き取れるよ
う、付属 CD を繰り返し聞いて練習する。 
 

課題研究 

2 

 
研究課題テーマ：『ポーズ、ピッチとイントネーション』 Lesson 3 ＆4（p. 36 & 38 ） 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（指定書式使用）、横書き    

実施時期：第 8 回目の授業終了後 

提出期限：第 9 回目の授業開始時に提出 

事前学習：本文の説明をよく読み、内容を理解し、実際に CD をよく聞いて、練習問題に解答する。 

事後学習：第 11 回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添削さ
れたレポートとコメントをよく読んで、自らの聞き取りの良い面と改善点を考察し、ポーズ、ピッチとイントネーショ

ンを今後より正確に聞き取れるよう、付属 CD を繰り返し聞いて練習する。 
 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語学演習Ⅰ（統語論） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3304 

２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 講義 演習 ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

ある。そのため英語学の1つの分野であり文法構造の言語学的研究分野の統語論（Syntax）に焦点を当て
て学習する。まず、統語論の主流といえる生成文法の入門書を読むことにより、生成文法の基本的な考え
方を学ぶ。生成文法理論は、とかく専門用語が多く難しいという印象を与えるが、この授業では用語の解

説は最小限に留め、英語という言語の構造をどのように捉えるべきかという基本的な精神を理解すること
を目標とする。言語研究の大きな潮流の一つである理論の概要を知ることによって、英語学的知見を養い
英語教員としての基礎教養を高める。 

８．学習目標 

1. 生成文法の基本的な考え方を学び、英語の文構造の理解を深め,基本的な文型からなる英文を分析し、
図式化出来るようになる。 

2. 新しい概念を積極的に学ぶ態度を養い、今後の英語教授への活用ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

レポート： 

１．英語の５文型を生成文法理論に基づき構造分析せよ。 

２. 統語論の英語教育への応用について、具体例を挙げて論じなさい。（1000字～1500字） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】安部潤『問題を通して学ぶ生成文法』ひつじ書房、2008。 

【参考書】北川善久・上山あゆみ『生成文法の考え方』研究社、2008。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生成文法の基本的な考え方を学び、英語の文構造の理解を深め、基本的な文型からなる英文を分析し、
図式化できるようになったか。 

２．新しい概念を積極的に学ぶ態度を養い、今後の英語教授への活用ができるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 25％ 

２ 課題（レポート、問題演習等） 総合点の 20% 

３ 復習テスト 総合点の 25％ 

４ 期末テスト 総合点の 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1. 生成文法という新しい概念を学びますので、しっかり予習して、授業に臨み、理解を深めるため、し

っかり復習しましょう。 

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

多い場合には、遅延を認めない場合もあるため、注意すること。  

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 文法とは何かについて考えて授業に臨むこと。 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 第 1 章 文法とは？ 

事前学習 テキスト第 1 章を読んで、文法について概要を理解する。 

事後学習 
今までとは異なる文法観に触れることで、伝統文法を見直

してみる。 

第３回 第 2 章 統語構造とは？ 
事前学習 

第 2 章 (pp.11～19) を読んで、統語構造について概要を理
解する。 

事後学習 様々な英文を統語構造に基づき解釈し直してみる。 

第４回 
句構造規則を用いての樹形図作成演習（1）
句構造規則と意味解釈規則 

事前学習 句構造規則と伝統文法を比較してみる。 

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習を

行う。 

第５回 
句構造規則を用いての樹形図作成演習（2）
助動詞と小節 

事前学習 句構造規則と伝統文法を比較してみる。 

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習を

行う。 

第６回 
句構造規則を用いての樹形図作成演習（3）
もう 1 つの主部述部関係 

事前学習 句構造規則と伝統文法を比較してみる。 

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習を

行う。 

第７回 
発音されない代名詞 PRO（1） 
基本概念 

事前学習 
第 2 章 (pp.37～43) を読んで、代名詞 PRO についての概
要を理解する。 

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習を

行う。 

第８回 
発音されない代名詞 PRO（2） 
主動詞の役割 

事前学習 句構造規則と伝統文法を比較してみる。 

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習を

行う。 

第９回 構造的同音異義 

事前学習 句構造規則と伝統文法を比較してみる。 

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習を

行う。 

  



 

 

第１０回 統語構造のまとめ 
事前学習 

統語構造化についての疑問点があれば質問を準備してお
く。 

事後学習 構造を多角的に見る習慣を定着させる。 

第１１回 
第 3 章 変形規則とは？（1） 
深層構造と表層構造 

事前学習 
構造化できる英文とできない英文とは何が違うのか考えて
みる。 

事後学習 変形規則を既習の樹形図に当てはめて考えてみる。 

第１２回 
第 3 章 変形規則とは？（2） 

疑問文・否定文のしくみ 

事前学習 
第 3 章(pp.47～52) を読んで、変形規則についての概要を
理解する。 

事後学習 変形規則を既習の樹形図に当てはめて考えてみる。 

事後学習 変形規則を既習の樹形図に当てはめて考えてみる。 

第１３回 
総括：１３回の授業のまとめ 質疑応答 
授業評価 

事前学習 既習事項について疑問点があれば質問を準備しておく。 

事後学習 既習事項を総復習して、試験に備える。 

課題研究

1 

研究課題テーマ：『ノーム・チョムスキー博士について』というテーマで、レポートを作成しなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度）、横書き   参考文献：配付プリント 

実施時期：第１回目の授業終了後 

提出期限：第３回目の授業開始時に提出 

事後学習：第５回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添削され

たレポートとコメントをよく読んで、自らのレポートの良い点と改善点をまとめておき、今後のレポート執筆に活かす

よう心がける。 

課題研究

2 

研究課題テーマ：『広義の文法と狭義の文法・さらに生成文法における文法とは』というテーマで、レポートを作成しな

さい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度）、横書き   参考文献：配付プリント 

実施時期：第２回目の授業終了後 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出 

事後学習：第６回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添削され

たレポートとコメントをよく読んで、自らのレポートの良い点と改善点をまとめておき、今後のレポート執筆に活かす

よう心がける。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
英語科指導法Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 EDEN3341 

２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 
講義、 演習（ペア・グループ活動、ディスカッション、
プレゼンテーション） 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

英語教育の理論と実践の両側面をバランス良く学びながら、中学校及び高等学校の英語の教員免許状の取得

を希望する者にとって必要不可欠な外国語（英語）の学習・指導に関する基礎知識を身につけることを目標
とする。具体的には、世界の言語、言語の習得、第二言語習得論、学習指導要領、評価とテストなどについ
て学ぶ。実践的な側面としては、聞く、話す、読む、書くといった 4 技能に焦点を当てた指導技術を学び、

より良い授業を展開するために必要な事柄を考察し、学習していく。 

８．学習目標 

1. 学習指導要領の理念に基づいた小学校、中学校及び高等学校における英語教育の指導目標と指導計画につ
いて、及び小・中・高等学校の連携について理解を深めることができる。 

2. 第二言語習得理論とその活用について理解し、英語科教育への適用を考察することができるようになる。 

3. 教育現場で活用できるよう、英語の発音・語彙・文法と英語の４技能の指導技術の学びを深めることがで
きる。 

4. 言語テストと評価に関する理解を深め、学習者のニーズ・英語力・授業の効果を把握し、学習指導に生か
す土台を形成することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に予習と復習を行うこと。 

課題：1．文法の指導力向上のため、学期中に文法解説演習を数回課す。 

2．英語の授業は英語で行うことがこれからますます求められているので、英語力向上を目指した課題

（音読、教室英語、ペアワーク）を課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

岡秀夫 編著『新・グローバル時代の英語教育―新学習指導要領に対応した英語科教育法―』（2020 年成美堂） 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

【参考書】 

村野井仁・渡部良典・尾関直子・冨田祐一『統合的英語科教育法』成美堂。 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 学習指導要領の理念に基づいた小学校、中学校及び高等学校における英語教育の指導目標と指導計画につ
いて、及び小・中・高等学校の連携について理解を深めることができたか。 

2. 第二言語習得理論とその活用について理解し、英語科教育への適用を考察できるようになったか。 

3. 教育現場で活用できるよう、英語の発音・語彙・文法と英語の４技能の指導技術の学びを深めることがで
きたか。 

4. 言語テストと評価に関する理解を深め、学習者のニーズ・英語力・授業の効果を把握し、学習指導に生か
す土台を形成できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

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

2. 課題（英語実技、レポート等） 総合点の 30％ 

3. 復習テスト 総合点の 20％ 

4. 期末テスト 総合点の 30% 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1. １年時に学習した『教室英語(Classroom English)』の復習をしっかり行ってください。模擬授業、中学

校や高等学校での教育実習時、そして、将来の教育現場で、即、役に立ちます。 

2. 講義終了後、その講義に関連する分野の英語の文献を積極的に読みましょう。英語教育の理解が深まり

ますし、英語力も向上します。 

3. 聞き、話し、読み、書くといった 4 技能の向上に努めてください。バランスの取れた英語力のある英語

教員が求められていますから。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 

英語教員の資質について自分なりに熟慮して授業に臨むこ
と。 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 英語科授業の DVD 視聴 

事前学習 
模範となる英語科の授業を観察するにあたり、見るべきポ
イントを設定しておく 

事後学習 
観察した授業を見て学んだことを自分のことばで文章にし

てまとめる。 

第３回 
第１章 世界の中の英語（1） 
世界の英語 

事前学習 
テキスト第 1 章を読んで、世界的視野で英語を捉えられる
ようにしておく。 

事後学習 
現代社会における英語の位置付けを鑑みて、どのように教

えるべきか自分なりに考えを発展させていく。 

  



 

 

第４回 
第１章 世界の中の英語（2） 
英語を教えるとは 

事前学習 
英語の捉え方について考えを更に発展させ、不明瞭な所が
あれば質問をする。 

事後学習 
自分が教員になった場合にどのように英語を教えるべきな

のか考えを更に発展させる。 

第５回 第 12 章 小学校英語教育 
事前学習 第 12 章を読んで、小学校英語教育の特徴を把握する。 

事後学習 小学校英語教育への理解を深める。 

第６回 
第２章 第二言語習得（1） 
習得のしくみ 

事前学習 
第 2 章を読んで、外国語の習得プロセスについて自分の学

習と重ね合わせて考えてみる。 

事後学習 習得プロセスについて整理していく。 

第７回 
第２章 第二言語習得（2） 
コミュニケーション能力 

事前学習 
テキストに基づきコミュニケーション能力について考えを

深める。 

事後学習 
外国語を指導する立場としてどのようなことに気をつける

べきか自分で考えを発展させていく。 

第８回 
第３章 外国語教授法（1） 
主要教授法 

事前学習 第 3 章を読んで、主要な外国語教授法について知る。 

事後学習 各教授法の長所・短所を整理する。 

第９回 
第３章 外国語教授法（2） 
折衷的教授 

事前学習 各教授法をどのように活用すべきかについて考える。 

事後学習 教える立場で、教授法の活用案を発展させていく。 

第１０回 
第５章 学習指導要領（1） 
歴史的変遷 

事前学習 

小・中・高等学校の学習指導要領と第 5 章を読んで、小・

中・高等学校の各校種で英語がどのように指導されるべき

かについて理解する。 

事後学習 学習指導要領で求められる事項について整理する。 

第１１回 
第５章 学習指導要領（2） 
改訂内容 

事前学習 
新学習指導要領と旧学習指導要領を比較し、新たに求めら

れる指導とはどのようなものか読み取る。 

事後学習 
学習指導要領で求められていることを教える際にどのよう

に反映させるか自分なりに考えを発展させる。 

第１２回 
第６章 言語要素の指導（1） 
音声指導 

事前学習 
第 6 章 (pp. 79-89) を読んで、発音指導について概要を理

解し、発音記号を見て、単語の発音ができるよう目指す。 

事後学習 
単語の発音記号を見て、単語を正しく発音できるよう練習

する。 

第１３回 
第６章 言語要素の指導（2） 
英語のプロソディー 

事前学習 プロソディーについて理解し、練習問題にあたる。 

事後学習 プロソディーについて整理して、発音練習をする。                         

第１４回 
第６章 言語要素の指導（3） 
音読の重要性 

事前学習 
 音声学の知識を基に、検定教科書の文章を音読できるよ

う目指す。                         

事後学習  検定教科書の文章を正しく音読できるよう練習する。                        

第１５回 
第６章 言語要素の指導（4） 
語彙指導 

事前学習 
 第 6 章（pp. 89-97）を読んで、語彙指導の概要を理解す

る。                        

事後学習 語彙指導についての大事な要素を整理する。                          

第１６回 
第６章 言語要素の指導（5） 

文法指導 

事前学習 
第 6 章 (pp. 97-102) を読んで、文法指導の概要を理解す

る。 

事後学習 文法の指導についての大事な要素を整理する。 

第１７回 
第７章 ４技能の活動（1） 

リスニング・スピーキングのプロセス 

事前学習 
第 7 章 (pp.103-118) を読んで、リスニングとスピーキン

グの指導法の概要について理解する。 

事後学習 指導方法とこれまでの自分の学習方法とを比較してみる。 

第１８回 
第７章 ４技能の活動（2） 

リスニング・スピーキングの指導例 

事前学習 自分が中・高等学校で学んだ方法と比較してみる。 

事後学習 
リスニングとスピーキングの指導法を基に、どのように教
えるべきか考えを発展させる。 

第１９回 
第７章 ４技能の活動（3） 

リーディング・ライティングのプロセス 

事前学習 
第 7 章 (pp. 118-130) を読んで、リーディングとライティ

ングの指導法の概要について理解する。 

事後学習 指導方法と自分の学習方法とを比較してみる。 

第２０回 
第７章 ４技能の活動（4） 

リーディング・ライティングの指導例 

事前学習 自分が中・高等学校で学んだ方法と比較してみる。 

事後学習 
リーディングとライティングの指導法を基に、どのように
教えるべきか考えを発展させる。 

第２１回 

第 10 章 テストと評価（1） 

評価サイクル・テストの目的と種類・良い

テストの備えるべき条件 

事前学習 
第 10 章(pp. 168-184)を読んで、テストと評価についての

概要を理解する。 

事後学習 
自分の受験経験を思い返しながら、評価の考え方をより深
く理解する。 

第２２回 
第 10 章 テストと評価（3） 

到達度テストのあり方・結果の分析 

事前学習 
第 10 章を再度読んで、評定と通知について更に深く理解

する。 

事後学習 
教える立場になって、どのような評価をすべきか考えを発

展させる。 

第２３回 
第４章 学習者（1） 

学習者要因、特に、年齢・動機づけ 

事前学習 
第 4 章(pp. 46-63)を読んで、学習者要因について概要を理

解する。 

事後学習 特に動機付けについて理解を深める。 

第２４回 
第４章 学習者（2） 

学習ストラテジー・その他の学習者要因 

事前学習 効果的な学習方法について考える。 

事後学習 
教える立場と学ぶ立場の双方から学習者要因について考え
を深める。 



 

 

第２５回 第 11 章 教員養成と教員研修 
事前学習 第 11 章を読んで、目指すべき教員像について考えておく。 

事後学習 目指すべき教員像を明確に持てるように志す。 

第２６回 
総括：30 回の授業のまとめ 重要事項の確

認 質疑応答 授業評価 

事前学習 
テキスト全体で学んだことについて不明瞭な所があれば質

問を準備しておく。 

事後学習 既習事項について総まとめをして、試験に備える。 

課題研究 

1 

はじめに、文法解説演習１～４は、事前に文法項目の指示がなされ、事前学習（文法研究）、演習（Micro-Teaching、 
Discussion）、事後学習（報告書作成、フィードバック）の構成で実施される。なお、文法項目は、受講生のニーズを
分析後、詳細が示される。 

研究課題テーマ：『文法解説演習１ Micro-teaching 報告書』 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（指定書式使用）、横書き    

参考文献：中学校・高等学校の英語の教科書、参考書、及びそれぞれの学習指導要領 

実施時期：第１回目の授業終了後 

提出期限：第 3 回目の授業開始時に提出 

事後学習：第 5 回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添削され

たレポートとコメントをよく読んで、自らの文法解説の良い点と改善点をまとめて、今後の授業実践に活かす。 

 

課題研究 

2 

研究課題テーマ：『文法解説演習 2 Micro-teaching 報告書』 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（指定書式使用）、横書き    

参考文献：中学校・高等学校の英語の教科書、参考書、及びそれぞれの学習指導要領 

実施時期：第 8 回目の授業終了後 

提出期限：第 9 回目の授業開始時に提出 

事後学習：第 11 回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添削さ
れたレポートとコメントをよく読んで、自らの文法解説の良い点と改善点をまとめて、今後の授業実践に活かす。 

 

課題研究 

3 

研究課題テーマ：『文法解説演習 3 Micro-teaching 報告書』 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（指定書式使用）、横書き    

参考文献：中学校・高等学校の英語の教科書、参考書、及びそれぞれの学習指導要領 

実施時期：第 17 回目の授業終了後 

提出期限：第 19 回目の授業開始時に提出 

事後学習：第 21 回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添削さ
れたレポートとコメントをよく読んで、自らの文法解説の良い点と改善点をまとめて、今後の授業実践に活かす。 

 

課題研究 

4 

研究課題テーマ：『文法解説演習 4 Micro-teaching 報告書』 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（指定書式使用）、横書き    

参考文献：中学校・高等学校の英語の教科書、参考書、及びそれぞれの学習指導要領 

実施時期：第 22 回目の授業終了後 

提出期限：第 23 回目の授業開始時に提出 

事後学習：第 25 回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添削さ
れたレポートとコメントをよく読んで、自らの文法解説の良い点と改善点をまとめて、今後の授業実践に活かす。 

 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語基礎演習Ⅰ（文法・読解） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1301 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

英語の「読む力」や他の技能を向上させるには、英文法の基礎知識が不可欠である。本科目では英文法の

基礎的な事項を改めて復習しながら様々な形態の練習問題をこなすことで、各自が持つ文法知識をより実

践的に活用できるようになるよう目指す。特に英語の文構造を理解しながら意味を把握することで、英文

をより正しく解釈するための基礎を培っていく。また文法力と同時に語彙力も必要であるため、継続的に

語彙知識の増強を図っていく。 

８．学習目標 

1. 英文法の基礎をしっかり固めて、自分の持つ文法知識をより体系的に捉えられるようになる。 

2. 学習した英文法を英語の「読む力」や他の技能の養成へと実践的に活かせるようになる。 

3. 英文読解や他の技能の養成に必要な語彙知識の量を効果的に増やせるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

英語の習得には、反復学習が極めて有効であると同時に不可欠である。したがって、本科目では英語の

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

方法等については、初回に詳しく説明する。 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 

小野博監修 清田洋一他著『English Quest Basic』桐原書店、2018 年。  

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準(学習目標) 

1. 英文法の基礎をしっかり固めて、自分の持つ文法知識をより体系的に捉えられるようになったか。 

2. 学習した英文法を英語の「読む力」や他の技能の養成へと実践的に活かせるようになったか。 

3. 英文読解や他の技能の養成に必要な語彙知識の量を効果的に増やせるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 授業ごとの課題（復習課題・小レポート・小試験・等） 総合点の 30％ 

３ 期末試験 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

英文の読解力を身につけるためには、文法事項を確認して、構文を正確に把握すること。また、辞書をよく

引いて予習に十分時間をかけ、疑問点を明らかにして授業に臨むことが大切である。 

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction：本科目のねらいと取り

組みの解説 

事前学習 速やかに教科書を入手し、必ず 90分以上かけて通読する。 

事後学習 
授業中に指摘された参考文献について検索し、必要ならば入手

しておく。 

第２回 
Unit 1：「文の成り立ち」文法事項の

解説と練習問題 

事前学習 Unit1の文法事項(p.2)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit1のリメディアル的補習学習80%以上にして翌週提出する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第３回 
Unit 2：「時制」文法事項の解説と練

習問題 

事前学習 Unit2の文法事項(p.8)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit2のリメディアル的補習学習80%以上にして翌週提出する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第４回 
Unit 3：「文型（1）」文法事項の解説

と練習問題 

事前学習 Unit3の文法事項(p.14)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit3のリメディアル的補習学習80%以上にして翌週提出する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第５回 
Unit 4：「文型（2）」文法事項の解説

と練習問題 

事前学習 Unit4の文法事項(p.20)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit4のリメディアル的補習学習80%以上にして翌週提出する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第６回 
Unit 5：「現在完了形」文法事項の解

説と練習問題 

事前学習 Unit5の文法事項(p.26)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit5のリメディアル的補習学習80%以上にして翌週提出する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第７回 
Unit 6：「助動詞」文法事項の解説と

練習問題 

事前学習 Unit6の文法事項(p.32)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit6のリメディアル的補習学習80%以上にして翌週提出する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第８回 
Unit 7：「受動態」文法事項の解説と

練習問題 

事前学習 Unit7の文法事項(p.38)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit7のリメディアル的補習学習80%以上にして翌週提出する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 



 

 

 

第９回 
Unit 8：「不定詞」文法事項の解説と

練習問題 

事前学習 Unit8の文法事項(p.44)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit8のリメディアル的補習学習80%以上にして翌週提出する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第１０回 
Unit 9：「動名詞」文法事項の解説と

練習問題 

事前学習 Unit9の文法事項(p.50)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit9のリメディアル的補習学習80%以上にして翌週提出する。

授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第１１回 
Unit 10：「分詞」文法事項の解説と練

習問題 

事前学習 Unit10の文法事項(p.56)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit10 のリメディアル的補習学習 80%以上にして翌週提出す

る。授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第１２回 
Unit 11：「比較」文法事項の解説と練

習問題 

事前学習 Unit11の文法事項(p.62)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit11 のリメディアル的補習学習 80%以上にして翌週提出す

る。授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

第１３回 
Unit 12：「関係詞」文法事項の解説と

練習問題及び単語テスト 

事前学習 Unit12の文法事項(p.68)を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 
Unit12 のリメディアル的補習学習 80%以上にして翌週提出す

る。授業中に指摘された英単語についての記憶を定着させる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、「英文法における基本 5 文型とその実例」についてレポー
トにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 
提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10 回授業終了後に教室で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7 回～第 12 回の講義内容を踏まえて、「英文法における感覚的イメージとその実例」についてレ
ポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 
提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を SNS で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語基礎演習Ⅱ（文法・読解） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1302 

２．授業担当教員 別府 結起 

４．授業形態 演習（ペアワーク）、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

る。そのため英文法の基本的な事項を図式的にまた日本語の文法と比較しながら学習することで理解を深めて
いくことにまず焦点を置く。また、英文法の基本的な事項を学習して、英文を読む基礎を身につけるため、リ
ーディング用の教材が用意されている。この講読作業の中で、英語学とりわけ英語の英文法のほかに音声の仕

組み・英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語の実態を学習し英語教員として必要な基礎的かつ総合的な
英語学的知見を修得する。 

８．学習目標 

1.英語の音声の仕組みについて理解している 

2.英語の文法について理解している 

3.英語の歴史的変遷及び国際共通語としての英語の実態について理解している 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．Students have to submit a report paper before the summer break.  

2．Students have to submit the textbook at the end of the term. 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

角岡賢一『英日文法比較からはじめる大学基礎英語』松柏社 

【参考書】 

長谷川瑞穂編著『はじめての英語学 改訂版』研究社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・英語の音声の仕組みについて理解できたか。 

・英語の基礎的な文法事項を理解できたか。 

・英語の歴史的変遷を踏まえ、国際共通語としての英語の実態について理解できたか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。］ 

1. 授業態度 総合点の１５％ 

2. 試験     総合点の７５％ 

3. 宿題     総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

In this class, all the content of the class will be taught in English. In so doing, you learn how to guide school 

children by actually experiencing how English class would be taught. Your active participation is absolutely 

necessary. 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

本講座での扱う英語が国際共通語として位置づ

けられていることを実態を踏まえ理解した上で

日本語との比較により英語の文法を意識的に理

解する。 

事前学習 

シラバスと教科書の目次に目を通し授業内容について予

測する。また国際共通語としての英語の特徴について自

分なりに考えておく。 

事後学習 

授業で学んだことをノートにまとめる。特に本講座での

到達目標が英語学的知見の修得と深く関連していること

を確認しておく。 

第２回 

第１章「これって英語？」では、外来語は全て

英語起源なのかについて学修する。和製英語・

省略語・英語以外の言葉、誤解の元について学

習し、各練習問題を解いてみる。以上の学修を

通し英語の歴史的変遷と語彙の多様性の関係に

ついても理解を深める。 

事前学習 第 1章の和製英語と外来語をノートにまとめておく。 

事後学習 

第 1 章で既習した以外の和製英語と外来語について調べ

ノートにまとめておく。授業で学んだ英語の歴史的変遷

と語彙の多様性の関係について考察した内容についても

ノートにまとめておく。 

第３回 

第２章「品詞ってなに？」では、品詞について

学ぶ。品詞とその機能・句・品詞の兼用・文の

成分について学習し、各練習問題を解いてみ

る。 

事前学習 第 2章の文法事項についてノートに書きだしておく。 

事後学習 第 2章の文法事項に関する各練習問題を復習しておく。 

第４回 

第３章「ものごとには順序が」では、語順につ

いて学ぶ。自動詞／他動詞・他動詞における後

続要素と語順について学習し、各練習問題を解

いてみる。 

事前学習 第 3章の文法事項についてノートに書きだしておく。 

事後学習 第 3章の文法事項に関する各練習問題を復習しておく。 

第５回 

第４章「てんとまる」では、句読点について学

ぶ。ピリオド・コンマ・疑問符だけでなく、そ

れ以外の句読点及び序数について学習し、各練

習問題を解いてみる。 

事前学習 第 4章の文法事項についてノートに書きだしておく。 

事後学習 第 4章の文法事項に関する各練習問題を復習しておく。 

第６回 

第５章「どんな音？」では、音を構成している

要素（音素）・イントネーション・リズム・ 語

強勢について学習し、各練習問題を解いてみ

る。 

事前学習 
第 5 章の英語の音声の特徴についてノートに書きだして

おく。 

事後学習 
第 5 章で学んだ英語の音声の仕組みと特徴について日本

語の音声と比較しながらまとめておく。 



 

 

第 7回 

第６章「ものには名前」では、名詞について、

地名・名詞の数・人称代名詞について学ぶ。解

説を熟読し、各練習問題を解いてみる。 

事前学習 第 6章の文法事項についてノートに書きだしておく。 

事後学習 第 6章の文法事項に関する各練習問題を復習しておく。 

第 8回 

第７章「数えてみれば」では、数字表記と単位

について学ぶ。基数・序数・数量詞・単位につ

いて学習し、各練習問題を解いてみる 

事前学習 第 7章の文法事項についてノートに書きだしておく。 

事後学習 第 7章の文法事項に関する各練習問題を復習しておく。 

第 9回 

第８章「ムードはありますか」では、文のムー

ド（法）について学ぶ。直接法・命令文・感嘆

文について学習し、各練習問題を解いてみる。 

事前学習 第 8章の文法事項についてノートに書きだしておく。 

事後学習 第 8章の文法事項に関する各練習問題を復習しておく。 

第１0回 

第９章「時よ止まれ」では、時制と相について

学ぶ。時制・相・進行形・完了形について学習

し、各練習問題を解いてみる。 

事前学習 第 9章の文法事項についてノートに書きだしておく。 

事後学習 第 9章の文法事項に関する各練習問題を復習しておく。 

第１1回 

第１０章「白黒はっきりさせましょう」では、

形容詞と副詞について学ぶ。形容詞・副詞の意

味と使用、品詞転換（派生）、文副詞について

学習し、各練習問題を解いてみる。 

事前学習 第 10章の文法事項についてノートに書きだしておく。 

事後学習 第 10章の文法事項に関する各練習問題を復習しておく。 

第１2回 

第１２章「英単語にも偏や旁がある？」では、

接頭辞と接尾辞について学ぶ。語の成り立ち・

接頭辞・接尾辞・外来語について学習し、各練

習問題を解いてみる。 

事前学習 第 12章の文法事項についてノートに書きだしておく。 

事後学習 第 12章の文法事項に関する各練習問題を復習しておく。 

第１3回 

今まで既習した内容を踏まえ日英比較から浮上

する英語の文法や音声の特徴を国際共通語とし

ての英語教育に活用する方法について考察する

ことで英語学的知見を深める。 

事前学習 
今まで既習した内容を 3 つの到達目標に留意しながら総

復習しておく。 

事後学習 

日英比較からわかる英語の文法の特徴、音声の仕組みは

理解できたか確認する。また国際共通語としての英語教

育への応用について自分なりの意見をまとめておく。以

上を踏まえ乍ら期末試験に備える。 

課題研究 

1 

Assignment：Please write about what you are really into these days. Write in A4, only 1 paper in English. 

The paper will be revised and returned to you after summer. Then, there will be a presentation about the topic you 

chose. B: Check the words you need to use in your paper. A: Get ready for the presentation after summer. 

課題研究 

2 

Assignment: Please write about which skills of English you need to brush up (reading, writing, listening, speaking). 
And write the reason why you think you need to brush up that skill. Also, write what you actually do to be a better 
learner of the skill you think you are not good at. Write in A4, only 1 paper in English. 

B: Check the words you need to use in your paper. A: Get ready for presentation. 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語基礎演習Ⅲ（文法・作文） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2301 

２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、演習、 ペア・グループ活動 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

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

る。特に本講座では英語基礎演習II(文法・読解)で学んだことを踏まえ、英語の文法に焦点を置き、英文法事
項を整理・確認し、英作文の指導ができる英語学的知見を養う。この目的のため、英文法の基礎的な事項を
復習し確認しながら英文を書く基礎を身につける。また、各課の重要事項を踏まえたうえで自ら相手に伝え

たいことを英語で「書く」訓練も合わせて積んでいく。以上の訓練を通し英語学的知見である文法理解を深
めていく。 

８．学習目標 

1. 英文を書くために必要な英文法の基本的な事項の復習と確認を行い、基礎的な英文を書くための英語学的

知見を養う。 

2. 自分で書いた英文の文法的問題点を知り、より良い英文を書くための英語学的知見を養う。 

3．英作文の指導上の課題を考察することで文法的理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 授業内容の理解を深めるために予習・復習としてテキスト内の問題を毎回課す。 

2. 英文作成力を高めるために、「英単語帳」「英文日記」「英文作成レポート」の課題を出し多種多様な英

文作成力を身につける。 

3．毎回の講義でボランティアに宿題課題内の英単語を使っての英文を黒板に書いて、担当教員による編集、

その単語の類義語・反義語の学習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

船田秀佳・John C. Westby・Philip Beech著『Communicative English Grammar for Speaking and Writing 

– 話せて書けるコミュニカティヴ・イングリッシュ・グラマー』英宝社。 

【参考書】 

川崎芳人・久保田廣美『総合英語 Evergreen』いいずな書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 英文を書くために必要な英文法の基本的な事項の復習と確認を行い、基礎的な英文を書くための英語学的
知見を養えたか。 

2. 自分で書いた英文の文法的問題点を知り、より良い英文を書くための英語学的知見を養えたか。 

3．英作文の指導上の課題を考察することで文法的理解を深める。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 20％ 

２ 課題（ライティング、レポート等） 総合点の 20％ 

３ 小テスト 総合点の 25％ 

４ 期末テスト 総合点の 35％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

四技能のうち「書く」力をつけることは他の三技能と比べて困難さを伴うものである。特に「正確さ」が

文法と語彙の両面において求められ、それを身につけることは一朝一夕にはいかない。英作文作成には英単

語力が必要不可欠なので日頃から、英単語学習、英文日記等を通じて英語を書く習慣をつけることで、間違

いと訂正を繰り返しながら力をつけてみることを勧めたい。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Lesson 1 (1) 人間主語 

Lesson 2 (2) 無生物主語 

事前学習 

自分のライティング力について振り返り授業に臨むこと。 

テキスト Lesson 1＆2 (p. 7&11) を読み、英文のポイントを押

さえる。 

事後学習 
講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。同 Lesson 内の演習

問題の復習と残りの問題に取り組み、既習事項を定着させる。 

第２回 Lesson 3 時制 

事前学習 Lesson 3 (p. 16) を読み、時制のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

第３回 
Lesson 4 冠詞 

●課題研究 1提出 

事前学習 Lesson 4 (p. 21) を読み、冠詞のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

第４回 Lesson 5 名詞の可算性 

事前学習 Lesson 5 (p. 25) を読み、名詞の可算性のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

第５回 
Lesson 6 名詞修飾 

小テスト①実施 

事前学習 Lesson 6 (p. 29) を読み、名詞修飾のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

  



 

 

第６回 
Lesson 7 名詞構文 

 

事前学習 Lesson 7 (p. 33) を読み、名詞構文のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

第７回 Lesson 8 助動詞 

事前学習 Lesson 8 (p. 37) を読み、助動詞のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

第８回 
Lesson 9 不定詞・動名詞 

●課題研究 2提出 

事前学習 
Lesson 9 (p. 41) を読み、不定詞・動名詞のポイントを押さえ

る。 

事後学習 自分のライティング力について振り返り授業に臨むこと。 

第９回 
Lesson 11 受動態 

 

事前学習 Lesson 11 (p. 49) を読み、受動態のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

第１０回 
Lesson 12 比較 

小テスト②実施 

事前学習 Lesson 12 (p. 54) を読み、比較表現のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

第１１回 Lesson 13 代名詞 It 

事前学習 Lesson 13 (p. 58) を読み、代名詞 Itのポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

第１２回 
Lesson 14 前置詞・副詞 

 

事前学習 
Lesson 14 (p. 62) を読み、前置詞・副詞のポイントを押さえ

る。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

第１３回 Lesson 15 複文 

事前学習 Lesson 15 (p. 67) を読み、複文のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Lesson 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既習

事項を定着させる。 

課題研究 

1 

英作文課題：「過去形、現在形、未来形、現在完了形を使用した自己年表を作成する。」 

レポート形式：A4用紙 1枚 生まれた時から現在までの自分の過ごしてきた状態、経験を書き出す。 

実施時期：第 3回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4回授業開始時に提出する。 

事後学習：提出後、添削して返却するので、間違えた英文を再度作成し直し、どこを間違えたのかを理解すること。 

どの時制が理解できているのか、またどの時制がわかり難いのか、自分で分析し、正しい使い分けを復習 

すること。 

課題研究 

2 

英作文課題：「ホテル宿泊に関する Notice文」を作成する。 

  テキストの Lesson 8で学習した様々な意味を持つ「助動詞」を使用し、ホテルの宿泊客に対する「注意書き」を 

作成する。助動詞の中には、可能、許可、依頼、義務、提案の意味をあらわすものがあるので、それらを使用し、 

文章を作成すること。自分がホテルのオーナーになったつもりで、宿泊客にお願いしたいこと、守ってもらいたい 

ことなど、内容は自由に考えてまとめましょう。 

レポート形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 7回授業後に実施する。 

提出期限：第 8回授業開始時に提出する。 

事後学習：提出後、添削して返却するので、間違えた英文を再度作成し直して、どこを間違えたのかを理解すること。 

相手に伝わる文章であったのかを振り返り、助動詞の適切な使用ができたかをテキストを見て復習するこ 

と。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1311 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 講義 演習 グループディスカッション  ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

るため、多種多様な文学的英語テキストを読む。英語テキストを正しい語彙と正しい文法で読むことはも
ちろんのこと、小説であるがゆえに生じる「行間」の意味作用をも、正しく追及する。また、英語基礎演
習で習得した知識を駆使して文学的英語テキストを読解することで、理論的知識の実践的な活用を図る。

幅広いジャンルの英語テキストに触れることにより、多様な英語表現に親しむことが本科目のもう一つの
眼目である。 

８．学習目標 

1：学習辞典を適切に引くことができるようになる。 

2：多種多様な英語表現に親しみ、読解できるようになる。 

3：長文の英語テキストを、忍耐強く読み続けることができるようになる。 

4：英文法の知識を駆使しつつも、英語テキストをイメージ豊かに読み進めることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

英語の基本的な文法事項を総点検するために、高校英語の入門的な練習問題を毎週課す。また、英語長文

を読解するために必要な基本的な構文の練習問題を毎週課す。さらに、多様な英語表現をイメージで読み

進める力を涵養するために、授業で読んだ本を自宅で音読しながら書き写す課題を毎週課す。学習方法や

課題の提出方法等については、初回に詳しく説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

朝日由紀子 編注『トム･ソーヤーの冒険』開文社出版。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1：学習辞典を適切に引くことができるようになったか。 

2：多種多様な英語表現に親しみ、読解できるようになったか。 

3：長文の英語テキストを、忍耐強く読み続けることができるようになったか。 

4：英文法の知識を駆使しつつも、英語テキストをイメージ豊かに読み進めることができるようになった

か。 

○評定の方法 

期末テスト：50% 

小テスト・課題等：25% 

受講態度・その他：25% 

12．受講生への 

メッセージ 

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

き出し、その解決に努めること。辞書を必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
はじめに 実力診断テスト、 
M・トウェインと米文学史概論 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第２回 
Chapter 1 Tom at Work, pp.7~11  
読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第３回 
Chapter 2 The New Girl, pp.12~16  
読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第４回 
Chapter 3 Murder at Midnight, pp. 17~21 
 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第５回 
Chapter 4 Running Away, pp.22~26  
読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第６回 
Chapter 5 A Pirate’s Life, pp.27~31  

読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第７回 
Chapter 6 The Funeral, pp.32~36 
読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 



 

 

第８回 
Chapter 7 Tom’s Dream, pp.37~40  
読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第９回 
Chapter 8 Muff Potter’s Trial, pp.41~45  
読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第１０回 
Chapter 9 Buried Treasure, pp.46~51  
読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第１１回 
Chapter 10 Lost!, pp.52~56  

読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第１２回 
Chapter 11 Found!, pp.57~61  
読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

第１３回 
Chapter 12 Gold!, pp.62~67  
読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の構

文と意味内容の理解を深める。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、「M・トウェインと米国南部と奴隷制度」についてレポート
にまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 
提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10 回授業終了後に教室で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7 回～第 12 回の講義内容を踏まえて、「M・トウェインとリアリズム文学概論」についてレポート
にまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 
提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を SNS で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅳ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2311 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、基本的な文法事項と読解力の基礎を応用して、複雑な構文からなる英文を読む力を身につけ
るため、文学的英語テキストを精確に読む。英語テキストを正しい語彙と正しい文法で読むことはもちろ
んのこと、小説であるがゆえに生じる「行間」の意味作用をも、正しく追及する。また、文学作品が何ら

かの形で言及するところの西洋的な価値基準について検討し、日本と対照的な英米の諸相を概観すると同
時に、両文化に共通する生命への価値観を考察する。 

８．学習目標 

1：英米文学作品における英語表現を精読することができる。 

2：英文法・構文の知識を確実に修得し、長文を読み通すことができる。 

3：英米文学作品の歴史的・文化的な背景を知悉し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

英語の基本的な文法事項を総点検するために、高校英語の入門的な練習問題を毎週課す。また、英語長文

を読解するために習熟しなければならない特殊構文（倒置、強調構文、省略等）の練習問題を毎週課す。

学習方法や課題の提出方法等については、初回に詳しく説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

ダール著、西田実編註解『少年』成美堂。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1：英米文学作品における英語表現を精読することができたか。 

2：英文法・構文の知識を確実に修得し、長文を読み通すことができたか。 

3：英米文学作品の歴史的・文化的な背景を知悉し、説明することができたか。 

○評定の方法 

期末テスト：50% 

小テスト・課題等：25% 

受講態度・その他：25% 

12．受講生への 

メッセージ 

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

き出し、その解決に努めること。辞書を必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
“First Day,”pp.8～9. 読解練習、 
R・ダールと英米文学史概論 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第２回 “First Day,”pp.10～11. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第３回 “First Day,”pp.12～13. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第４回 “Writing Home,”pp.14～15. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第５回 “Writing Home,”pp. 16～17.  読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第６回 “Writing Home,”pp. 18～19. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第７回 “The Matron,”pp. 20～21. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第８回 “The Matron,”pp. 22～23. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 



 

 

第９回 “The Matron,”pp. 24～25. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第１０回 “The Matron,”pp. 26～27. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第１１回 “The Matron,”pp.28～29. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第１２回 “Homesickness,”pp. 30～31. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

第１３回 “Homesickness,”pp. 32～33. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文の

構文と意味内容の理解を深めること。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、「R・ダールとイギリス文学概論」についてレポートにまと
めなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 
提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10 回授業終了後に教室で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7 回～第 12 回の講義内容を踏まえて、「R・ダールと児童文学概論」についてレポートにまとめな
さい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 
提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を SNS で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅠ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1321 

２．授業担当教員 カテリーナ・ステブリュク 

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

Presentation, and Discussions ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵのシリーズの最初のクラスである。国際共通語

としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて
英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通し
て「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならない。補足的

に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、どのよ
うなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することか
ら、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。文法力を養うため、TOEIC の教材を適

宜使用する。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクション
を進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

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

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

5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

during class discussions. 

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

has made prior arrangements. 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Interchange Fifth Edition Student’s Book 1 

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

           Publisher: Cambridge University Press 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

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

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

○評定の方法 

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

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

speech.  

Specifically, this course seeks to:  

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

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

English. 

13．オフィスアワー 

To be announced on the first day of the class 

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

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1 回 
Introduction of the class 
Unit 1: Where are you from? 
Introduce oneself and others. 

事前学習 
Introducing oneself; introducing someone; 
exchanging personal information. Word 
power. 

事後学習 
Wh-questions and statements with be; 
subject pronouns; possessive adjectives. 

第 2 回 
Unit 1: Where are you from? 
Talk about oneself and learn about others. 

事前学習 
Writing questions requesting personal 
information. Listening “Everyone calls me 
Bill”. 

事後学習 
Interchange 1 “Getting to know you”. 
Reading about popular names.  

第 3 回 
Unit 2: What do you do? 
Ask and answer questions about jobs. 

事前学習 
Describing work and school; asking for and 
giving opinions. Word power. 

事後学習 
Simple present Wh-questions and 
statements; time expressions. 

第 4 回 
Unit 2: What do you do? 
Describe routines and daily schedules. 

事前学習 
Writing a biography of a classmate. 
Listening “What hours do you work?”. 

事後学習 
Interchange 2 “What we have in common”. 
Reading about 4 jobs. 

  



 

 

第 5 回 
Unit 3: How much are these? 

Ask about and describe prices. 

事前学習 

Talking about prices; giving opinions; 

discussing preferences; making 

comparisons. 

事後学習 
Demonstratives; questions: how much and 
which; comparisons with adjectives. 

第 6 回 
Unit 3: How much are these? 
Discuss preferences. 

事前学習 Word power. Interchange 3 “Flea market”. 

事後学習 
Writing about favorite color. Reading about 
unusual items. 

第 7 回 
Unit 4: Do you play the guitar? 
Discuss entertainment likes and dislikes. 

事前学習 
Talking about likes and dislikes; giving 
opinions. Word power. 

事後学習 
Yes/no and Wh-questions with do; object 
pronouns, modal verb would. 

第 8 回 
Unit 4: Do you play the guitar? 
Make, accept, and decline invitations. 

事前学習 
Listening “The perfect day”. Writing text 
messages. 

事後学習 
Interchange 4 “Are you free this 
weekend?”. Reading about a famous 
musician. 

第 9 回 
Unit 5: What an interesting family! 
Describe families. 

事前学習 
Talking about families and family 
members. Word power. Listening “Famous 
relatives”.  

事後学習 
Present continuous; quantifiers; pronoun: 
no one. 

第 10 回 
Unit 5: What an interesting family!  
Talk about habitual and current activities. 

事前学習 
Exchanging information about the present; 
describing family life. Writing an email 
about family. 

事後学習 
Interchange 5 “Is that true?”. Reading 
about 4 families. 

第 11 回 
Unit 6: How often do you run? 
Discuss sports and exercise habits. 

事前学習 
Discussing sports and athletes. Word 
power. Listening “I swim twice a week”. 

事後学習 
Adverbs of frequency. Taking about 
frequency. 

第 12 回 

Unit 6: How often do you run? 

Ask and answer questions about frequency of 

free-time activities. 

事前学習 
Asking about and describing routines and 
exercise. Writing about weekly activities. 

事後学習 
Interchange 6: “What’s your talent?”. 
Reading about health and taking a quiz. 

第 13 回 Progress check 
事前学習 Progress check pages 42-43. 

事後学習 Written quiz. 

課題研究 

1 

Research Theme: Review the contents of the first four lectures (1-4), then complete the ‘Progress check and Written quiz’ 

exercises. Progress check exercises are on pages 14-15 of Student’s Book. Written quiz exercises will be distributed during the 

fourth lecture. 

Writing Activity: The answers for the exercises will require a report 1 to 5 pages in length.  

Implementation Period: Implemented after the forth lecture.  

Submission Deadline: Submit the report at the beginning of the fifth lecture. 

After Submission: The correct answers for the Progress Check and Written Quiz will be provided along with time for students to 

ask questions and exchange their opinions on the quiz. This will happen following the seventh lecture. 

If students continue to have questions about the corrections, etc., explanations will be provided during each lecture or one on one.  

課題研究 

2 

Research Theme: Review the contents of the second four lectures (5-8), then complete the ‘Progress check and Written quiz’ 

exercises. Progress check exercises are on pages 28-29 of Student’s Book. Written quiz exercises will be distributed during the 

fourth lecture. 

Writing Activity: The answers for the exercises will require a report 1 to 5 pages in length.  

Implementation Period: Implemented after the eighth lecture.  

Submission Deadline: Submit the report at the beginning of the ninth lecture. 

After Submission: The correct answers for the Progress Check and Written Quiz will be provided along with time for students to 

ask questions and exchange their opinions on the quiz. This will happen following the eleventh lecture.  

If students continue to have questions about the corrections, etc., explanations will be provided during each lecture or one on one.  

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅠ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1321 

２．授業担当教員 別府 結起 

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

Presentation, and Discussions ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵのシリーズの最初のクラスである。国際共通

語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はす
べて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動
を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならない。

補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、
どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立する
ことから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。文法力を養うため、TOEIC の

教材を適宜使用する。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタ
ラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

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

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

5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Cubic Listening: Breaking News   

Authors: Kiggell, Bellars, Chandler, et al.     

           Publisher: Macmillan Languagehouse 

【参考書】 

Key Reading for the TOEIC Test 

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

           Publisher: Macmillan Language House 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

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

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

○評定の方法 

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

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to the English Communication Class I. We will have a fantastic time together while 
studying in English. You will find you know a lot in English, and it is time to use those skills 
you already have mastered over 6 years of English education. Through the listening practice, 
gain knowledge of spoken English! 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction of the class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する 
Unit 1 Records: World’s Biggest Hot Dog 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them aloud 
and practice. Read through Unit 1. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 1. 

第２回 
Warm Up Activity: TOEIC 問題の英語を読んで目的に
応じて情報や考えを理解する 
Unit 1 World’s Biggest Hot Dog Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them aloud 
and practice. Read through Unit 1. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud and 

practice Unit 1. 

第３回 

Warm Up Activity 
Unit 2 Finance: Ups and Downs Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them aloud 
and practice. Read through Unit 2. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 2. 

第４回 
Warm Up Activity 
Unit 2 Finance: Ups and Downs Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them aloud 
and practice. Read through Unit 2. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 2.   



 

 

第５回 
Warm Up Activity 
Unit 3 Weather: Hot and Humid Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them aloud 
and practice. Read through Unit 3. 

事後学習 

Review all the answers, and read aloud 
through Unit 3. 

Prepare for the Quiz 1. 

第６回 

Warm Up Activity 

Unit 3 Weather: Hot and Humid Part 2 

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

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 1,2, 

and 3. Practice spelling new words. 

Prepare for the Quiz 1. 

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

Read aloud through Unit 1, 2, and 3. 

第７回 
Warm Up Activity 
Unit 4 Sports: Giants Win Again Part 1&2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them aloud 
and practice. Read through Unit 4. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 4. 

第８回 
Warm Up Activity 
Unit 5 Robbery: Bank Robbers Steal Millions Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them aloud 
and practice. Read through Unit 5. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 5.Prepare for the Quiz 2. 

第９回 

Warm Up Activity 

Unit 5 Robbery: Bank Robbers Steal Millions Part 2 

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

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 4 

and 5. 

Prepare for the Quiz 2. 

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

Read aloud through Unit 4 and 5. 

第１０回 
Warm Up Activity 
Unit 6 Environment: Pollution in the South Pacific 
Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them aloud 
and practice. Read through Unit 6 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 6. 

第１１回 

1 Minute Speech:様々な話題について目的、場所、状況
を踏まえ英語で話す 
Unit 6 Environment: Pollution in the South Pacific 
Part 2 

事前学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 6. Practice for the 
presentation.  

事後学習 
Check words in dictionary. Read them aloud 

and practice. Read through Unit 6 

第１２回 
1 Minute Speech:様々な話題について目的、場所、状況
を踏まえ英語で話す 
Unit 7 Celebrities: Twins for Star Couple  

事前学習 
Check words in dictionary. Read them aloud 
and practice. Read through Unit 7. Practice 
for the presentation. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 7. 

第１３回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活

動を行う 

Review of the EC I Classes 

Quiz 3 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through all the 

Units. 

Review all the content of warm up 

activities. 

Prepare for the Quiz 3 

事後学習 

Review all the answers of the Quiz 3.  

Read aloud through all the Units. 

Re-study warm up activities problems. 

課題研究 

1 

Assignment：Please write about what you are really into these days. Write in A4, only 1 paper in English. 

The paper will be revised and returned to you after summer. Then, there will be a presentation about the topic you 

chose. B: Check the words you need to use in your paper. A: Get ready for the presentation after summer. 

課題研究 

2 

Assignment: Please write the answer for the question; “Do you like English?” Tell me the reasons why you 

like/dislike English. Write in A4, only 1 paper in English. The paper will be revised and returned to you before the 

last class. B: Check the words you need to use in your paper. A: Review what you learned through the lessens you 

had for communication V class. 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅢ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2321 

２．授業担当教員 澁井 とし子 

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

Presentation and Discussion.  
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第３の授業である。英語コミュニケ 

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 It will be announced in detail in class. 
 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Impact Listening 1: Second Edition 

     Ellen Kisslinger  Todd Beuckens Series Editor: Michael Rost、 

     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

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

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

○評定の方法 

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

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

Introduction of the class: 様々なジャンルや話題の
英語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する。 
Unit 1 Greetings: How’s it going? Part 1＆2 
 

事前学習 Read Through Unit 1. Check all the words. 

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 1. Prepare for 
Show and Tell. 

第２回 

Warm Up Interaction 
Unit 2 Home: It’s a great place. Part 1＆2 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する。 

事前学習 Read Through Unit 2. Check all the words. 

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 2. Check new 
words. Check all the answers in Unit 2. 

第３回 
Warm Up Interaction 
Unit 3 Clothing: That looks good on you! Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 3. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 3. Prepare for 
Story to Share. Prepare for the Quiz 1. 

第４回 

Warm Up Interaction 

Unit 3 Clothing: That looks good on you! Part 2 
◎Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、 

場所、状況について英語で書く。 
 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 1, 2, and 3. 
Prepare for the Quiz 1. 

事後学習 Check all the answers of Quiz 1. 

第５回 

Warm Up Interaction 
Unit 4 Nationalities: Where are you from? Part 1 
●課題研究 1提出 
 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 4. Check new 
words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 4.  

第６回 
Warm Up Interaction 
Unit 4 Nationalities: Where are you from? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 4. Check new 
words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 4. 



 

 

第７回 
Warm Up Interaction 
Unit 5 People: Do you know who that is? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 5. Check new 
words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 5.  

第８回 

 
Unit 5 People: Do you know who that is? Part 2 
◎Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、 

場所、状況について英語で書く。 
 

事前学習 
Listen to Self-Study CD 4 and 5.  
Prepare for the Quiz 2. 

事後学習 Check all the answers of Quiz 2. 

第９回 
Unit 6 Family: What a nice family!  
Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 6. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 6. Prepare for 
the presentation. 

第１０回 
Presentation (2～3 min.): 様々な話題について目的、
場所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 6 Family: What a nice family! Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 6. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 6. Prepare for 
the presentation. 

第１１回 

 
Presentation (2～3 min.): 様々な話題について目的、
場所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 7 Directions: How do I get there?  
●課題研究 2提出 
 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 7. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 7. Prepare for 
the Quiz 3. 

第１２回 

Presentation (2～3 min.): 様々な話題について目的、
場所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 8: Jobs. What kind of work do you do? 
 

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

事後学習 Check all the answers in Unit 8.  

第１３回 

 
Presentation （2～3 min.）： 様々な話題について目的、
場所、状況を踏まえ英語で話す。 
◎Quiz 3：筆記試験を通して様々な話題について目的、 

場所、状況について英語で書く。 
 

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

事後学習 
Check all the answers in Unit 8. Prepare for 
the presentation. 

課題研究

1 

レポート課題：「自分の部屋を描写する」 
  テキスト pp.12-15を参考にして、自分の部屋がどのような様子なのか、読み手にわかるように部屋の 

大きさ、古さ、立地、部屋の中に何があるかなどを描写して英語で表現する。 
レポート形式：A4用紙に記入する。 
実施時期：第 4回の授業後に実施する。 
提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 
事後学習：提出後添削して返却するので、間違えた英文を見直し、再度自分で英作して復習すること。 

課題研究

2 

レポート課題：「テキストの復習問題を解く」 
テキスト pp. 28-31の問題を読み，解答しながら、授業の復習を行う。CDを聞き、リスニングも行うこと。 

レポート形式：A4用紙に pp.28-29は、番号をふって空欄を埋めた全文を記入すること。pp.30-31は、番号をふり 
       質問文と適切な返答文を番号とともに記入すること。 
実施時期：第 10回授業後に実施する。 
提出期限：第 11回授業開始時に提出する。 
事後学習：提出後、添削して返却するので、間違えた英文を見直し、再度自分で英作して復習すること。 
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　　英会話教室の講師及び小学校において英会話講師（小学校5,6年生の外国語活動）での実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅤ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3321 

２．授業担当教員 別府 結起 

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

Presentation and Discussions 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第５の授業である。英語コミュニ

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

７. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

８. 自信を持って、英語で交流しようとすることができる。 

９. 社会言語学的知識を活かした英語交流ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
Impact Listening 2: Second Edition 

Authors: Jill Robbins,Andrew MacNeill   
     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の基準 

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

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

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

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

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

８. 自信を持って、英語で交流することができる。 

９. 社会言語学的知識を活かした英語交流ができる。 

○評定の方法 

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

１．授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２．試験          総合点の６０％ 

３．課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 1. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 1 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第２回 

Warm Up Interaction: 教科書の英語を読んで目的に応
じて情報や考えを理解する 
Unit1 Introduction: You really like him. 
Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 1. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 1 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第３回 

Warm Up Interaction 
Unit 2 Personality: What do you like about him? Part 
1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考
えを理解する 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 2. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 2 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第４回 
Warm Up Interaction 
Unit 2 Personality: What do you like about him? Part 
2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 2. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 2 as you 

listen to the Self-Study CD. 

  



 

 

第５回 
Warm Up Interaction 
Unit 3 Home: The view is great Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 3. Check 
new words. 

事後学習 

Check all the answers in Unit 3 as you 

listen to the Self-Study CD. Prepare for 

Quiz 1. 

第６回 

Warm Up Interaction 
Unit 3 Home: The view is great Part 2 
Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、
場所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 1, 2, and 
3. Study for Quiz 1. 

事後学習 Check all the answers in Quiz 1. 

第７回 
Warm Up Interaction 
Unit 4 Technology: How does it work? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 4. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 4 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第８回 
Warm Up Interaction 
Unit 5 Nationalities: All around the World Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 5. Check new 
words. 

事後学習 

Check all the answers in Unit 5 as you 

listen to the Self-Study CD. Prepare for 

Quiz 2. 

第９回 

Warm Up Interaction 
Unit 5 Nationalities: All around the World Part 2 
Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目
的、場所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 4 and 5. 
Prepare for the Quiz 2. 

事後学習 Check all the answers in Quiz 2. 

第１０回 
Warm Up Interaction 
Unit 6 Identity: What’s your number? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 6. Check new 
words. 

事後学習 

Check all the answers in Unit 6 as you 

listen to Self-Study CD. Prepare for the 

presentation. 

第１１回 

Warm Up Interaction 
Presentation (2~4 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 6 Identity: What’s your number? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 6. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 6. Prepare for 

the presentation. 

第１２回 

Warm Up Interaction 
Presentation (2~4 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 7 Family: I really take after my dad Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 7. Check new 
words. 

事後学習 

Check all the answers in Unit 7 as you 

listen to Self-Study CD. Prepare for the 

presentation. 

第１３回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活
動を行う 
Over All Review of the Classes 
Quiz 3 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 1 to 7. Prepare 
for Quiz 3. 

事後学習 
Review all the classes. Check all the 

answers of Quiz 3. 

課題研究 

1 

Assignment：Please write about what you are really into these days. Write in A4, only 1 paper in English. 

The paper will be revised and returned to you after summer. Then, there will be a presentation about the topic you 

chose. B: Check the words you need to use in your paper. A: Get ready for the presentation after summer. 

課題研究 

2 

Assignment: Please write about why you decide to be an English teacher. Write in A4, only 1 paper in English. The 

paper will be revised and returned to you before the last class. B: Check the words you need to use in your paper. A: 

Review what you learned through the lessens you had for communication V class. 

 

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

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



 

 

１．科目名（単位数） 衛生学 （2単位） 

３．科目番号 EDHE2311 

２．授業担当教員 鈴木 路子・山本 静雄・神宮 直人 

４．授業形態 講義を中心に、演習、実習等を導入する。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
生理学・解剖学を既習していること。免疫学・薬理学等・病原微生物学等、関連分野を履修すること。 

７．講義概要 

健康問題に関する衛生学及び公衆衛生学諸領域の基礎的事項について理解するともに，それらが健康に如

何なる影響を及ぼすかを考え，併せて，子供のときからよい環境衛生条件を維持することが重要であること

を認識することを主なねらいとして，人間生活における身近な問題としての環境衛生を理解する。 

よりよく「生きること」を「衛（護衛する）学問」衛生学は、①生きるための資源、②生きる場（生活の場）、

③生きる様式（生活習慣）が、人類の存続、生活生存に影響することに視点を当てている。空気・水・光・

土壌・植生・食品、住居・被服・学校・職場等の環境衛生学を核にして、人間生態系にまで視点を広げ、学

校教育や就学前教育を支える保育士・養護教諭・保健科教師の専門性の基礎基盤を修得することを目的とす

る。 

８．学習目標 

１ 人間の生きる力は、環境との相互作用の中で培われていくことを、環境適応能力の発達の視点から理解

し、応用することが出来る。 

２ 環境の捉え方を包括することが出来る。 

３ 衛生学の目的とその意義、歴史的変遷と現代的課題について理解する。 

４ 空気、水、光、温熱・気象、食品、土壌、衛生害虫等、人の生活生存に関わる環境の要因を理解し、各

種環境基準について実測する。 

５ 学校衛生、産業衛生、住居衛生等、生存の場の各種衛生学の具体的内容・基準・法律等の理解とその体

系を構築する。 

６ 人間―環境系（主体環境系）について理解し、日常生活に活かすことが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

【アサイメント（宿題）】：原稿用紙５枚以内。提出日は、授業時に指定する。 

１．学校環境衛生の基準について説明できると共に測定技術を習得する。 

２．気象因子と人間の心身状態との関連を説明せよ。 

３．建築基準法と建築物衛生管理基準について検討せよ。 

４．各種職場環境の環境衛生の実態と労働者への健康影響について課題を発見し、解決の方法を模索せよ。 

５．環境衛生から環境保健、主体―環境系へ、細胞・組織・器官のレベルから環境との関わりを検討せよ。 

【レポート課題】：最終授業時に提出する。 

１．人間―環境系について、環境衛生学の立場から論述せよ。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

鈴木路子著『人間環境教育学』建帛社、2017年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 人間の生きる力は環境との相互作用の中で培われていくことを、環境適応能力の発達の視点から理解

できるか。 

２ 環境の捉え方を理解できるか。 

３ 衛生学の目的とその意義、歴史的変遷と現代的課題について理解できるか。 

４ 空気、水、光、温熱・気象、食品、土壌、衛生害虫等、人の生活生存に関わる環境の要因を理解し、

各種環境基準について実測できるか。 

５ 学校衛生、産業衛生、住居衛生等、生存の場の各種衛生学の具体的内容・基準・法律等を理解できる

か。 

６ 人間―環境系（主体環境系）について理解し、日常生活に活かすことができるか。 

○評定の方法 

 ・アサインメント 30％、 

 ・レポ－ト 30％、 

 ・授業態度（質疑応答、授業後の学習達成振り返り調査）40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人間の健康、心身状態・生命現象は、環境との相互作用の中で営まれること、多くのストレスへの身体内部の

諸反応を含めた内部環境は、身近な生活環境から、地球環境レベルでの外部環境との相互作用の中で存続してい

ることを実感するため、各種測定を行って共に考えてゆくひと時に使いたいと思います。人間（内部環境）は長

い人類の歴史の中で外的環境への適応という形で存続していることを衛生学の理念として理解して下さい。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

衛生学とは？ 健康問題に関する衛生学及

び公衆衛生学諸領域の基礎的事項について

理解を深める 

事前学習 教科書全体の内容構造を把握しておく 

事後学習 
自らの健康問題を解決のための基盤としての「衛生学」

の理解を深める（判別討論ﾚﾎﾟ） 

第２回 
人間生態系のとらえ方を基盤にした人間の

生活生存のあり方を考える 

事前学習 
新聞記事等の情報を収集し、人間生態系の考え方を導入

し、人類の生活生存の在り方を考える 

事後学習 教科書 2部第 2章 pp.191～195、配布資料の復習 

第３回 

自然環境と人の健康、生命、発育、人工環境

化によって生じる健康上のゆがみに関する

具体的健康現象 

－生物学的適応、生理学的適応、行動的適応、

文化的適応に視点をおいて－ 

事前学習 教科書 pp.24～29を読み、人間の発育現象を知る 

事後学習 

授業時のプリント併用、人間の健康現象を適応の概念で

理解する。プリント・グループ討論・教科書をまとめ、

自らの健康観を確立する。 



 

 

第４回 

人類の進化過程から見た「個体発生と系統発

生」：人間の発育発達、生活生存の様相（免

疫系の発育、生体防御能の発達と感染症） 

事前学習 
教科書 pp.3～23を読、進化（適応）の概念を知る 

ｷｰﾜｰﾄﾞを挙げ、人間の生命の流れを把握する 

事後学習 
「個体発生は系統発生を繰り返す」の衛生学的意義を考

え、児童生徒等の成長過程（発育発達）の理解を深める 

第５回 

生体リズムの同調（獲得過程）と脱同調によ

る健康障害（自律神経不安定症）、気象因子

の心身状態への影響（季節病・気象病） 

事前学習 配布資料・文献等から、生体リズムについて理解する 

事後学習 生体リズム・健康・気象因子の相互関連性の理解 

第６回 音環境測定の理論と実践 
事前学習 教科書 pp.191～228の該当箇所を読んでおく 

事後学習 実測レポートの作成、提出 

第７回 光環境測定の理論と実践 
事前学習 教科書 pp.191～228の該当箇所を読んでおく 

事後学習 実測レポートの作成、提出 

第８回 空気環境測定の理論と実践 
事前学習 教科書 pp.191～228の該当箇所を読んでおく 

事後学習 実測レポートの作成、提出 

第９回 
温熱環境測定の理論と実践 その測定とそ

の評価 

事前学習 教科書 pp.191～228の該当箇所を読んでおく 

事後学習 実測レポートの作成、提出 

第１０回 環境と学校環境衛生、労働安全衛生 
事前学習 学校環境衛生管理基準（配付）を読んでおく 

事後学習 グループ討論課題レポートの提出、提出 

第１１回 生活習慣と人の健康：生活習慣病について 

事前学習 教科書 pp.21～23、pp.102～103を読んでおく 

事後学習 
教科書・配布プリント、授業での討論の結果のレポート

作成 

第１２回 

水と健康：水質汚濁と健康被害⇔水系感染

症、環境汚染病（重金属による健康被害：水

俣病ほか）大気汚染と呼吸器系疾患 

事前学習 
教科書 pp.206～226を読み、水・大気等環境の健康影響

の概要を把握する 

事後学習 教科書・配布資料・授業内容の理解とまとめ 

第１３回 
学校環境衛生・建築物環境衛生基準（シック

ビル症候群等）及び・地域における環境課題 

事前学習 
学校保健法第 6条、労働安全衛生法等における 

環境基準を整理する、新聞記事のチェック 

事後学習 

授業内容・教科書及び各種資料を総合して、人間の健康、

疾病、発育を護るための環境基準を整理し、グループ討

論結果をまとめる： 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～9 回までの講義内容を踏まえて、「音、光、空気、温熱が私達の心身に与える影響」につい

てレポートにまとめなさい。 

レポート形式：パソコン使用の場合：A4用紙 1枚（10.5ポイントで 1300字程度） 

       手書きの場合：400字横書き原稿用紙を使用すること（1300字程度） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業終了後に教室で行う。 

     レポートの添削等に関する質問は、毎回の講義の前後に受け付け、適宣指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 10回～11回までの講義内容を踏まえて、「学校環境衛生と労働安全衛生の要点。」についてレポー

トにまとめなさい。 

レポート形式：パソコン使用の場合：A4用紙 1枚（10.5ポイントで 1300字程度） 

       手書きの場合：400字横書き原稿用紙を使用すること（1300字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

     レポートの添削等に関する質問は、毎回の講義の前後に受け付け、適宣指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
英米児童文学演習 （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3314 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この科目では、児童文学の名作といわれる作品を読み、英文の読解力を身につけるとともに、子どもたちの

世界を描いた作品の世界を理解して、作品と時代との関わりや文化との関わりをも考察する。この授業を履
修することによって得る読書体験は、将来教育現場で児童・生徒に読書指導を行う際に必ず役立つ。 

８．学習目標 
１．英文の読解力が身に付く。 

２．児童文学の作品のテーマや文体の技法の特徴を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

英語長文の読解に必要な構文を確認するために、中級レベルの練習問題を毎週課す。また、長文を読解する

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

題の提出方法等については、初回に詳しく説明する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

オスカー・ワイルド著、三宅雅明・橋本紀美代編注『幸福な王子・他』英光社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．英文の読解力が身に付いたか。 

２．児童文学の作品のテーマや文体の技法の特徴を理解できるようになったか。 

○評定の方法 

期末試験（40％）、小テスト（25％）、課題（20％）、授業中の態度（15％）の結果を総合して判定する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
はじめに 実力診断テスト、 
オスカー・ワイルドと英文学史概論 

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

事後学習 
実力診断テストで理解が不十分だった点について再検

討し、理解を深める。 

第２回 The Selfish Giant, #1 (pp.15~17) 読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第３回 The Selfish Giant, #2 (pp.18~21)読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第４回 
The Nightingale and the Rose, #1 (pp.22~24) 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第５回 
The Nightingale and the Rose, #2 (pp.25~27) 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第６回 
The Nightingale and the Rose, #3 (pp.28~31) 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第７回 The Devoted Friend, #1 (pp.32~34) 読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第８回 The Devoted Friend, #2 (pp.34~36) 読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第９回 The Devoted Friend, #3 (pp.36~38) 読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 



 

 

第１０回 The Devoted Friend, #4 (pp.38~40) 読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第１１回 The Devoted Friend, #5 (pp.40~42) 読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第１２回 The Devoted Friend, #6 (pp.42~44) 読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第１３回 The Devoted Friend, #7 (pp.44~46) 読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、「オスカー・ワイルドと英文学史概論」についてレポートに
まとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施時期：第 7回の授業後に実施する。 
提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7回～第 12回の講義内容を踏まえて、「オスカー・ワイルドと児童文学概論」についてレポートに
まとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施時期：第 12回の授業後に実施する。 
提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を SNSで行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
栄養学（食品学含む） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE3331 

２．授業担当教員 髙尾 優 

４．授業形態 講義、演習等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生体の生命活動と健康に影響を及ぼす栄養素の種類と機能性を理解し、食物の消化、吸収、代謝の過程を

通して、栄養素が健康に及ぼす影響について理解を深めることを目標とする。生体の生命活動と健康に影響

を及ぼす栄養を科学的な側面から講述し、生体内で生ずる種々の反応やその反応系に異常を来たして生じた

疾患を生化学的・栄養学的に解説する。さらに各食品群の特色を理解することにより、健やかな発育と生涯

にわたる健康の維持増進を目指した、のぞましい食品選択と栄養摂取のあり方を学習する。 

８．学習目標 

１．健康増進のための一次予防の重要性を理解し、栄養の必要性を説明することができる。 

２．五大栄養素の種類とはたらき、消化、吸収について説明することができる。 

３．食事摂取基準の概要を理解し、学童期及び思春期に必要な栄養と、のぞましい食生活について説明する

ことができる。 

４．学童期及び思春期の「食育」の意義について理解を深め、実践できる能力を養うことができるようにな

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習として、教科書を読んでくること。事後学習として、ノート、プリントを復習し、章末問題、

研究課題、レポートに取り組むこと。レポート課題については授業内で提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】五十嵐脩、藤原葉子『精選栄養学』実教出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．健康増進のための一次予防の重要性を理解し、栄養の必要性を説明することができるか。 

２．五大栄養素の種類とはたらき、消化、吸収について説明することができるか。 

３．食事摂取基準の概要を理解し、学童期及び思春期に必要な栄養と、のぞましい食生活について説明する

ことができるか。 

４．学童期及び思春期の「食育」の意義について理解を深め、実践できる能力を養うことができるようにな

ったか。 

○評定の方法 

・提出物（小テスト等を含む）70％、 

・授業態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

健康の維持・増進は栄養、運動、休養により育まれます。この授業を通して、自分自身の食と健康について

も興味を持ち、適切な食の選択ができるようになることを願っています。 

1．授業には積極的に参加すること。（遅刻、欠席のないようにすること。私語や居眠りをしないこと。） 

2．レポート等の提出期限は遵守すること。 

3．授業中はスマートフォン等の電源は切っておくこと。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 栄養素の機能と代謝①炭水化物 

事前学習 
教科書 pp.12～18を読み、わからないところ

をチェックしておく。 

事後学習 
p.46章末問題 2を解く。研究課題 1に取り組

む。炭水化物についてまとめる。 

第２回 栄養素の機能と代謝②脂質 

事前学習 
教科書 pp.19～23を読み、わからないところ

をチェックしておく。 

事後学習 
p.46章末問題 3を解く。脂質についてまとめ

る。 

第３回 栄養素の機能と代謝③たんぱく質 

事前学習 
教科書 pp.24～31を読み、わからないところ

をチェックしておく。 

事後学習 
p.46章末問題 4を解く。たんぱく質について

まとめる。 

第４回 栄養素の機能と代謝④ビタミン 

事前学習 
教科書 pp.32～38を読み、わからないところ

をチェックしておく。 

事後学習 
p.46章末問題 6を解く。ビタミンについてま

とめる。 

第５回 栄養素の機能と代謝⑤ミネラル、その他の成分 

事前学習 
教科書 pp.39～45を読み、わからないところ

をチェックしておく。 

事後学習 
p.46章末問題 1,5,7を解く。研究課題 2に取

り組む。ミネラル、水についてまとめる。 

第６回 消化と吸収 

事前学習 
教科書 pp.48～58を読み、わからないところ

をチェックしておく。 

事後学習 
p.58 章末問題を解く。研究課題 2 に取り組

む。消化と吸収についてまとめる。 



 

 

第７回 エネルギー代謝と食事摂取基準、栄養状態の評価 

事前学習 
教科書 pp.60～86を読み、わからないところ

をチェックしておく。 

事後学習 

p.78,p.86 章末問題を解く。P.78 研究課題 2

に取り組む。栄養状態の評価についてまとめ

る。 

第８回 
ライフステージ・ライフスタイルと栄養①乳幼児期の栄

養 

事前学習 
教科書 pp.88～91を読み、わからないところ

をチェックしておく。 

事後学習 
p.112 章末問題 2 を解く。研究課題 2 に取り

組む。乳幼児期の栄養についてまとめる。 

第９回 
ライフステージ・ライフスタイルと栄養②青少年期の栄

養 

事前学習 
教科書 pp.92～94を読み、わからないところ

をチェックしておく。 

事後学習 
青少年期の栄養、食生活の問題点と改善方法

についてまとめる。 

第１０回 
ライフステージ・ライフスタイルと栄養③成人期、高齢

期の栄養 

事前学習 
教科書 pp.95～103 を読み、わからないとこ

ろをチェックしておく。 

事後学習 

p.112 章末問題 3 を解く。研究課題 3 に取り

組む。成人期、高齢期の栄養についてまとめ

る。 

第１１回 
ライフステージ・ライフスタイルと栄養④妊娠・授乳期

の栄養、労働・スポーツと栄養 

事前学習 
教科書 pp.104～111を読み、わからないとこ

ろをチェックしておく。 

事後学習 
p.112 章末問題 1,4 を解く。スポーツと栄養

についてまとめる。 

第１２回 病態と栄養① 
事前学習 

教科書 pp.114～122を読み、わからないとこ

ろをチェックしておく。 

事後学習 食物アレルギーについて調べ、まとめる。 

第１３回 食生活の展望と健康増進 

事前学習 
教科書 pp.144～152を読み、わからないとこ

ろをチェックしておく。 

事後学習 
p.153 章末問題を解く。日本人の食生活の変

化と問題点、食育についてまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回から第 6回の講義内容をふまえ、5大栄養素についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：第 6回授業時に課題用紙を配布 

実施時期：第 6回授業後に実施する。 

提出期限：第 7回授業開始時に提出すること。 

事後学習：レポートで間違えたところを訂正すること。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：思春期のやせにについて調べレポートにまとめなさい。（問題点、なぜよくないのか、改善方法など） 

レポート形式：A4レポート用紙 1枚 

実施時期：第 11回授業時に実施する。 

提出時期：第 12回授業開始時に提出すること。 

事後学習：レポートの添削が入っている点に関して再度検討する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
音楽（小） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1325 

２．授業担当教員 原 久美子 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

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

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

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

必ず聞くこと。 

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

④ 中間のまとめ（実技、筆記）、期末のまとめ（実技、筆記）を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

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

【参考書】 

①全音楽譜出版部編『標準バイエル教則本』全音楽譜出版社、2018。 

②川辺真著『わかりやすい楽典』音楽之友社、2002。  

【その他】 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

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

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

作り、音楽の楽しさを感じられるようになりましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知させる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業ガイダンス（シラバス説明・授業

概要）、アンケート、演奏レベルチェッ

ク、 

課題曲提示 

音楽理論①（音部記号・楽譜について） 

事前学習 鍵盤で“ド”の位置を理解しておくこと。 

事後学習 

各自の目標（初級：音符と鍵盤の一体化、中級：楽譜に忠実に、

上級：表現力のある演奏を目指して）を設定し、レベルに応じ

て提示された課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音部記号・楽譜について）に取り組む。 

第２回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論②（音名・変位記号） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

止まらずに弾けるように課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音名・変位記号）に取り組み、音楽に

おける働きを理解する。 

第３回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論③（音符と休符） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

止まらずに弾けるように課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り組み、音楽におけ

る働きを理解する。 

第４回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論④（拍子とリズム） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

止まらずに弾けるように課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（拍子とリズム）に取り組み、音楽にお

ける働きを理解する。 

第５回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑤（強弱記号、簡単な楽語） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

止まらずに弾けるように課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（強弱記号、簡単な楽語）に取り組み、

音楽における働きを理解する。 

  



 

 

第６回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑥（反復記号） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

止まらずに弾けるように課題曲を練習する。 

実技発表に向けて課題曲を練習する。筆記試験に向けて音楽理

論を復習する。 

第７回 

中間試験（ピアノ弾き歌い実技発表・音

楽理論に関する筆記試験） 

グループアンサンブル①（グループ決

め、曲決め） 

事前学習 
実技発表に向けて課題曲を練習する。筆記試験に向けて音楽理

論を復習する。 

事後学習 
期末試験に向けた目標を設定し、各自のレベルに応じた課題曲

を練習する。 

第８回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル②（合奏練習） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

これまでに学習した音楽理論を応用しながら各自の課題曲を

練習する。 

グループアンサンブルの個人練習をする。 

第９回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル③（合奏練習） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

これまでに学習した音楽理論を応用しながら各自の課題曲を

練習する。 

グループアンサンブルの個人練習をする。 

第１０回 

ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル④（合奏発表） 

鑑賞 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

これまでに学習した音楽理論を応用しながら各自の課題曲を

練習する。 

鑑賞指導の組み立てについて理解する。 

第１１回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑦（長音階、短音階） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

これまでに学習した音楽理論を応用しながら各自の課題曲を

練習する。 

音楽理論プリント課題（長音階、短音階）に取り組み、音楽に

おける働きを理解する。 

第１２回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑧（簡単なコードネーム） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

これまでに学習した音楽理論を応用しながら各自の課題曲を

練習する。 

音楽理論プリント課題（簡単なコードネーム）に取り組み、活

用できるようにする。 

第１３回 
期末試験（ピアノ弾き歌い実技発表・音

楽理論に関する筆記試験） 

事前学習 
実技発表に向けて課題曲を練習する。筆記試験に向けて音楽理

論を復習する。 

事後学習 
弾き歌いを復習する。これまでに学習した音楽理論を復習し、

活用できるようにする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：共通教材（かたつむり：P. 138、春が来た：P. 146、うみ：P. 136）の中から一曲演奏できるように

する。 

実施時期：第 7 回中間試験の際、通常の発表課題に加え演奏する。 

事後学習：うまくいかなかった点を改善できるように練習を重ねる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：歌唱共通教材や既習の課題曲にみられる音楽記号について答えられるようにする。 

実施時期：第 13回期末試験の際、通常の試験範囲に加え課題研究テーマの内容を出題する。 

事後学習：授業で配布されたプリントをノートにまとめ、復習する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 赤塚 太郎 

４．授業形態 演習，講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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

までの課題曲もよく練習する 

➁音楽理論…楽典や和声法の練習問題を課します 

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

で発表演奏します 

10．教科書・参考書・

教材 

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

全音楽譜出版社出版部『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版社 

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

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

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第 5版』中央法規、2017。 

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

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。１ 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

その一方で、自分のレヴェルよりも高度な曲に取り組む時があるかもしれません。それら全てをきちんと

習得し、有意義な時間になることを願っています。なお、オンライン授業実施の場合は、実技を伴う内容

が変更される場合があります。また、授業への遅刻は、累積回数が多いと認めないこともあるので、注意

してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、音楽歴調査、教科書解説 

音楽理論①楽譜の構造、音符と休符、拍、リズム、

音高 

の理解度を確認、 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書全体に目をとおす。ピアノの鍵盤を眺め、ど

のような構造になっているかを確認する。 

事後学習 プリント及び課題曲に取り組む。 

第２回 

音楽理論②音名と階名、音符と休符 

リズム課題① 

ピアノ及び弾き歌い① 

次回までの課題の説明 

事前学習 

教科書等を参考に、楽譜がどのような音符や休符

で書かれているかを確認する。課題曲を練習す

る。 

事後学習 
音名・階名・音符・休符についてのプリント及び

課題曲に取り組む。 

第３回 

音楽理論③音名と階名、音符と休符の続き 

リズム課題② 

ピアノ及び弾き歌い② 

発声の基礎① 

次回までの課題の説明 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 
音名と階名について、疑問点・不明点がないか、

確認する。 

  



 

 

第４回 

音楽理論④音程（音の幅）と三和音 

リズム課題③ 

ピアノ及び弾き歌い③ 

発声の基礎② 

次回までの課題の説明 

事前学習 三和音の仕組みについて考える。 

事後学習 
三和音の構造に関する復習プリント及び課題曲に

取り組む。 

第５回 

音楽理論⑤コードネーム 

リズム課題④2 人 1 組になり、リズム課題を発表 

ピアノ及び弾き歌い④ 

次回までの課題の説明 

事前学習 発表するリズム課題を練習する。 

事後学習 コードネームについて復習し、課題曲に取り組む。 

第６回 

音楽理論⑥長三和音（メジャーコード） 

ピアノ及び弾き歌い⑤ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
長三和音（メジャーコード）の仕組みについて考え

る。課題曲を練習する。 

事後学習 プリント及び課題曲。 

第７回 

音楽理論⑦短三和音（マイナーコード） 

ピアノ及び弾き歌い⑥ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

短三和音（マイナーコード）が出てくる曲に目をと

おし、どのような仕組みになっているかを考える。

課題曲を練習する。 

事後学習 和音の復習プリント及び課題曲に取り組む。 

第８回 

音楽理論⑧コードネームの総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑦ 

次回までの課題の説明 

事前学習 復習プリントを完成させる。 

事後学習 コードネームに関して、疑問点がないかを確認する。 

第９回 

音楽理論⑨変化した伴奏形 

ピアノ及び弾き歌い⑧ 

次回までの課題の説明 

事前学習 課題曲の左手の伴奏形に注目して練習する。 

事後学習 
変化した伴奏形について、その効果や役割を考え、

実際に弾いてみる。 

第１０回 

音楽理論⑩音階 

ピアノ及び弾き歌い⑨ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考にし、音階の仕組みについて考え

る。課題曲を練習する。 

事後学習 音階についてのプリント及び課題曲に取り組る。 

第１１回 

音楽理論⑪調号、♯・♭のつく調 

ピアノ及び弾き歌い⑩ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

♯、♭がついている曲の譜面に目をとおし、調号が

何もつかない状態と何が違うのかを考える。課題

曲を練習する。 

事後学習 調号についてのプリント及び課題曲に取り組む。 

第１２回 ピアノ実技の発表 

事前学習 各自の課題曲に取り組む。 

事後学習 
発表後のおさらいをし、次週の弾き歌いの発表に

備える。 

第１３回 弾き歌いの発表 
事前学習 弾き歌いの課題曲に取り組む。 

事後学習 学期中に学習したことを復習し、要点をまとめる。 

課題研究 

1 

第 11 回の講義後、「音楽理論」に関する総復習課題プリントを配布する。 

課題プリント：A4 用紙 2 枚 

実施時期：第 11 回の講義後に実施 

提出期限と方法：第 12 回の講義の前日までに、メール添付にて送信すること。 

メールアドレス：taakatsu@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

事後学習：添削を受けたレポートの内容を整理し、以降の講義にその内容を反映させる。 

課題研究 

2 

自身が感じる「弾き歌いの困難さ」について、レポートにまとめなさい。その際、具体的な曲や演奏法についても触れ

ること。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（約 1,440 字） 

実施時期：第 13 回の講義後に実施 

提出期限と方法：第 13 回の講義後、1 週間以内にメール添付にて提出すること。 

メールアドレス：上記 

事後学習：自身でまとめた内容を生かし、長期休み中の練習に臨む。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 杉原 由利子 

４．授業形態 演習，講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ピアノ実技：授業終了時に次週の課題を提示するので必ず譜読みと練習をして臨んで下さい。 

２．音楽理論：コードネーム学習に関して課題を提示することがあります。  
３．第６回、１０回、１５回に、課題曲から任意の曲を選択し発表形式の小テストを実施します。 
４．小テストの事前課題として、課題曲を録音した音源データの提出を第5,10,14回授業後に求めます。 

５・歌唱教材：1曲でも多くのレパートリーを持てるよう譜読みを素早く正確にできるように練習し、「歌う
こと」に積極的な姿勢で臨んで下さい。 

６．１５回の授業が終了した際「バイエルであれば大よそ５０番台まで弾きこなせること」、「両手を使っ

ての弾き歌いができる（右手＝旋律、左手＝コードまたは伴奏）こと」を最低限の目標と致します 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
岡村弘・二宮紀子・杉原由利子「これだけは歌って弾こう子どもの歌 厳選５０曲」共同音楽出版社。 

印刷楽譜や資料を適宜使用。 
「指づかいつきバイエルピアノ教本」または「標準バイエル・ピアノ教則本」ともに(株)全音楽譜出版社※
いずれを選択しても可。ピアノ初学者は指づかいつきが便利です(譲られた教則本の使用も可) 

配布楽譜をきちんと管理する為に A4クリアフィルブックを用意して下さい。 

【参考書】川辺 真著『わかりやすい楽典』音楽之友社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

「ピアノが弾けるようになる」ことはすなわち技術の習得です。日々の鍛練を忘れずに積み重ね、努力する

と必ず弾けるようになります。自分を信じて取り組み、出来る喜びを分かち合いたいと思います。気持ちよ

く授業を進める為または素晴らしい保育者としても絶対に必要なこととして、学生の皆様すべてにきちんと

した挨拶をして頂くよう求めます。声を出し、視線を合わせて挨拶をすることを必ず行いましょう。保育・

教育に携わる皆さんが音楽の楽しさ、素晴らしさを次世代に伝えていける伝達者になって欲しいと思ってい

ます。この授業では欲張ってたくさんのことに取り組みます。事前の譜読みや練習なしに授業に臨んでも、

有意義な時間が過ごせません。熱心に、楽しく取り組んで下さい。授業冒頭にわらべ歌の学習を実践します。 

13．オフィスアワー 最初の授業時に提示いたします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業ガイダンス（シラバス説明・授業概要）、アンケー
ト、音楽経験アンケート調査と演奏レベルチェック 

課題曲提示、音楽理論復習プリントの実践と回答合わせ 

事前学習 
鍵盤でドの位置を確認し既習の基礎的な音

楽に関して復習しておく。 

事後学習 
配布資料の読み返しと、提示されたピアノの

課題に取り組む。 

第 2 回 

・ピアノ実技（進度別） 
 経験者＝バイエルの初見練習、平易な楽曲の練習 
 未経験者＝バイエルの練習 

・音楽理論―②音階と調性の概説。 

・わらべ歌の実践とソルミゼーション 

事前学習 
提示されたピアノの課題の譜読みと練習に

取り組む。 

事後学習 
配布資料の読み返しと、提示されたピアノの

課題に取り組む。 

第 3 回 

・ピアノ実技（進度別） 
 経験者＝個々に提示された楽曲の練習 
 未経験者＝バイエルの練習 
・音楽理論―③長音階と長調。特にこどもの歌に頻出の４
つの調性に関して（ハ、ヘ、ト、ニ長調） 

・わらべ歌の実践とソルミゼーション 

事前学習 
第一回目の小テストに向けた練習を軸に取

り組む。 

事後学習 
配布資料の読み返しと、提示されたピアノの

課題に取り組む。 



 

 

第 4 回 

・ピアノ実技（進度別） 
 経験者＝個々に提示された楽曲の練習 
 未経験者＝バイエルの練習 

・音楽理論―④短音階と短調 

・わらべ歌の実践とソルミゼーション 

事前学習 
第一回目の小テストに向けた練習を軸に取

り組む。 

事後学習 

配布資料の読み返しと、提示されたピアノの

課題に取り組む。当日に取り上げられた弾き

歌いの楽曲を演奏したものを録音した音源

データを、教員に添付ファイルにしてメール

送信する。 

第 5 回 

・ピアノ実技（進度別） 
 経験者＝個々に提示された楽曲の練習 
 未経験者＝バイエルの練習 
・弾き歌い＝教科書に掲載された子どもの歌を弾き歌いで
きるよう学習する。基本的なカデンツの学習 

・音楽理論―⑤和音の機能に関する概説。良く使用するコ
ードに関する実践的解説 

・わらべ歌の実践とソルミゼーション 

事前学習 
提示されたピアノの課題の譜読みと練習に

取り組む。 

事後学習 
小テストでの反省点を踏まえてピアノの練

習に取り組む。 

第 6 回 

・ピアノ実技（進度別） 
 経験者＝個々に提示された楽曲の練習 
 未経験者＝バイエルの練習 
・弾き歌い＝教科書に掲載された子どもの歌を弾き歌いで
きるよう学習する。基本的なカデンツの学習 

・音楽理論―⑥拍子とリズム 
・わらべ歌の実践とソルミゼーション 

事前学習 
第ニ回目の小テストに向けた練習を軸に取

り組む。 

事後学習 
小テストでの反省点を踏まえてピアノの練

習に取り組む。 

第 7 回 

・ピアノ実技（進度別） 
 経験者＝個々に提示された楽曲の練習 
 未経験者＝バイエルの練習 

・弾き歌い＝教科書に掲載された子どもの歌を弾き歌いで

きるよう学習する。基本的なカデンツの学習 

・音楽理論―⑥楽語に関して 

・わらべ歌の実践とソルミゼーション 

事前学習 
第ニ回目の小テストに向けた練習を軸に取

り組む。 

事後学習 

当日に取り上げられた弾き歌いの楽曲を演

奏したものを録音した音源データを、教員に

添付ファイルにしてメール送信する。 

第 8 回 

第２回小テスト―弾き歌いの演奏 

教科書掲載の子どものうたから曲を決定し、実践的な保育

を想定して導入の話をした上、一人ずつ弾き歌いの演奏を

行う 

事前学習 
第ニ回目の小テストに向けた練習を軸に取

り組む。 

事後学習 
小テストでの反省点を踏まえてピアノの練

習に取り組む。 

第 9 回 

・ピアノ実技（進度別） 
 経験者＝個々に提示された楽曲の練習 
 未経験者＝バイエルの練習 

・弾き歌い＝教科書に掲載された子どもの歌を弾き歌いで

きるよう学習する。基本的なカデンツの学習 

・音楽理論―⑦移調と転調 

・わらべ歌の実践とソルミゼーション 

事前学習 
提示されたピアノの課題の譜読みと練習に

取り組む。 

事後学習 

当日に取り上げられた弾き歌いの楽曲を演

奏したものを録音して、教員に添付ファイル

にしてメール送信する。第三回目の小テスト

に向けた練習を軸に取り組む。 

第 10 回 

・ピアノ実技（進度別） 
 経験者＝個々に提示された楽曲の練習 
 未経験者＝バイエルの練習 

・弾き歌い＝教科書に掲載された子どもの歌を弾き歌いで

きるよう学習する。基本的なカデンツの学習 

・音楽理論―⑧借用和音に関して 

・わらべ歌の実践とソルミゼーション 

事前学習 
提示されたピアノの課題の譜読みと練習に

取り組む。 

事後学習 

当日に取り上げられた弾き歌いの楽曲を演

奏したものを録音して、教員に添付ファイル

にしてメール送信する。第三回目の小テスト

に向けた練習を軸に取り組む。 

第 11 回 

・ピアノ実技（進度別） 
 経験者＝個々に提示された楽曲の練習 
 未経験者＝バイエルの練習 

・弾き歌い＝教科書に掲載された子どもの歌を弾き歌いで

きるよう学習する。基本的なカデンツの学習 

・音楽理論―⑨音楽理論に関する学習内容のまとめ１ 

・わらべ歌の実践とソルミゼーション 

事前学習 
第三回目の小テストに向けた練習を軸に取

り組む。 

事後学習 
第三回目の小テストに向けた練習を軸に取

り組む。 

第１2 回 

・ピアノ実技（進度別） 
 経験者＝個々に提示された楽曲の練習 
 未経験者＝バイエルの練習 

・弾き歌い＝教科書に掲載された子どもの歌を弾き歌いで

きるよう学習する。基本的なカデンツの学習 

・音楽理論―⑩音楽理論に関する学習内容のまとめ２ 

・わらべ歌の実践とソルミゼーション 

事前学習 
第三回目の小テストに向けた練習を軸に取

り組む。 

事後学習 

当日に取り上げられた弾き歌いの楽曲を演

奏したものを録音した音源データを、教員に

添付ファイルにしてメール送信する。 

第１3 回 

第３回小テスト―ピアノ演奏＋弾き歌いの演奏 

個々に提示された選択肢から決定し一人ずつ演奏の発表

を行う。第三回目は対象年齢や環境設定を行い、導入の話

をして、子どもの歌の弾き歌いをする。 

※授業評価実施 

事前学習 
第三回目の小テストに向けた練習を軸に取

り組む。 

事後学習 
小テストでの反省点を踏まえてピアノの練

習に取り組む。 

  



 

 

課題研究

1 

第１回の授業後に以下の課題を実施し、第２回目授業開始時に提出して下さい。 

 

① 第１回目の授業時に配布する楽典総復習のプリントを実施し、第２回目授業開始時に提出してください。 

② 第１回目の授業時に示したピアノのための楽曲を演奏したものを録音し、音源データを第二回目授業前日までに

lineに提出してください。 

③ 第１回目の授業時に示した歌唱用の楽曲を歌って録音し、音源データを第二回目授業前日までに line に提出して

ください。 

事後学習：教科書掲載の歌唱用楽曲に関して調性と拍子などを調べて、所定の用紙に書き込みましょう 

課題研究

2 

第５回の授業後に以下の課題を実施し、第６回目授業開始時に提出して下さい。 

 

・第５回目の授業時に配布する楽典総復習のプリントを実施し、第６回目授業開始時に提出してください。 

・第５回目の授業時に示したピアノのための楽曲を演奏したものを録音し、音源データを第６回目授業前日までに line

に提出してください。 

・第５回目の授業時に示した歌唱用の楽曲を歌って録音し（無伴奏）、音源データを第６回目授業前日までに lineに提

出してください。 

事後学習：弾き歌いした楽曲の伴奏部分を発展させる（より難易度の高い方法で）練習をしましょう。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽 （2 単位） 
３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 高木 麻衣子 

４．授業形態 演習，講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①ピアノ実技：毎回レベル毎に課題曲を提示するので、次週までに弾けるように練習をしてくること。 

②音楽理論：ほぼ毎回単元別の練習問題を提示するので、次週までに完成させ、疑問点や質問事項は次週に

必ず聞くこと。 

③中間のまとめ（実技、筆記）、期末のまとめ（実技、筆記）を行う。 

④歌唱教材：1曲でも多くのレパートリーを持てるよう、「歌うこと」に積極的な姿勢で臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

① 岡村弘・二宮紀子・杉原由利子編著『これだけは歌って弾こう子どもの歌 厳選 50曲』共同音楽出版社 

② 全音楽譜出版部編『標準バイエル教則本』全音楽譜出版社（※初心者は、購入必須。）                                                              

【参考書】川辺 真著『わかりやすい楽典』音楽之友社 

【教材】 ※各自で必ず購入しておくこと。 

 ・ヘッドフォン 

     ・6.3ｍｍステレオジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。１ 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

「ピアノが弾けるようになる」ことは技術の習得です。したがって、日々の鍛練を忘れずに積み重ね、努力

すると必ず弾けるようになります。自分を信じて取り組み、出来る喜びを分かち合いましょう。保育・教育

に携わる皆さんが音楽の楽しさ、素晴らしさを次世代に伝えていける伝達者になって欲しいと思っています。

熱心に取り組まれることを期待しています！ 

弾き歌いでは、個々の技量にあった、より多くの曲に触れてほしいと思います。 

13．オフィスアワー 最初の授業時に提示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業ガイダンス（シラバス説明・授業概要）、アンケー

ト、演奏レベルチェック、 

課題曲提示 

事前学習 鍵盤で“ド”の位置を理解しておくこと。 

事後学習 

各自の目標（初級：音符と鍵盤の一体化、中

級：楽譜に忠実に、上級：表現力のある演奏

を目指して）を設定し、各自の演奏レベルに

応じて提示された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノレッスン 

音楽理論②（音名・変位記号） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（音名・変位記号）に

取り組む。 

第３回 
ピアノレッスン 

音楽理論③（音符と休符） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り

組む。 



 

 

第４回 
ピアノレッスン 

音楽理論④（拍子とリズム） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（拍子とリズム）に取

り組む。 

第５回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論⑥（反復記号、装飾音符） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習

する。 

第６回 
中間のまとめ（ピアノ実技発表・音楽理論に関する筆記

試験） 

事前学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習

する。 

事後学習 
各自、期末試験に向けての目標を設定し、そ

れに応じて決めた各自の課題曲を練習する。 

第７回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

筆記試験返却と解説 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第８回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論⑦（長音階） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（長音階）に取り組む。 

第９回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論⑧（短音階） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（短音階）に取り組む。 

第１０回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論⑨（コードネームの基本） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（コードネームの基

本）に取り組む。 

第１１回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論⑩（コードネーム C・F・Gについて） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（コードネーム C・F・

Gについて）に取り組む。 

第１２回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論に関する筆記試験 

事前学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復

習する。 

事後学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。こ

れまでに学習した音楽理論について復習を

する。 

第１３回 
期末のまとめ（ピアノ弾き歌いと実技発表・筆記試験返

却と解説） 

事前学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復

習する。 

事後学習 
実技の復習、これまでに学習した音楽理論に

ついて復習をする。 

課題研究 

1 

中間発表の際に、通常発表に加え、共通教材（かたつむり・春が来た・うみ）の中から１曲ないし数曲授業で学んだ方

法で弾けるようにする。また事後学習として、練習を重ね、暗譜で弾けることを目標にすること。 

課題研究 

2 

授業で習った音楽理論の復習を含め、最終回に音楽理論についての筆記小テストを実施する。共通教材にある楽譜上の

記号を理解し、不明な記号があれば、配布された資料を基に確認し理解しておくこと。採点返却後、間違えたところは

全て理解しておくこと。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ（小） （2 単位） 
３．科目番号 EDEL2305 

２．授業担当教員 田口 雅夫 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
音楽（小）を受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

1．小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによる「アンサンブル」ができる。 

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

4．音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① 歌唱・ピアノ技術は個人差があるので、苦手な学生は出題された課題をよく練習しておくこと。 

② 高度な理論は必要ありませんが、基礎的な内容は理解しておくこと。 

③ 場慣れの意味で、人前での演奏には意欲的に取り組むこと。 

④ 既にピアノの技術を身に付けている経験者の学生には、その程度に合わせた課題を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

1年生の時に使用していた『教員養成課程小学校音楽科教育法』又は『最新 初等科音楽教育法[改訂版]』 

【参考書】 

五線ノート等、必要な時に配布・提示します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

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

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．初心者でピアノ演奏技術向上のためには、一度に長い練習ではなく少しの時間でもこつこつ練習を積み上

げることが大切です。焦らず努力することが必要です。 

2．少しピアノを弾ける学生は、その能力を上手く使う方法を習得しましょう。 

3．授業中に関して以下の事については厳しく注意します。 

(1) 音楽室使用規定を守ること。（飲食・楽器の扱い方等） 

(2) スマートフォン等を使用しない。 

(3) 授業中の私語は、真面目に受講している者にとって迷惑です。 

13．オフィスアワー 最初の授業で説明します。授業の前後を活用して下さい。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバス説明・授業概要、音楽歴

調査、演奏レベルチェック、課題曲提示 

事前学習 
音楽Ⅰの最終授業で取り組んだ曲を練習し

ておく。 

事後学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

音楽理論の復習Ⅰ 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 復習した音楽理論を再確認しておく。 

第３回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

音楽理論の復習Ⅱ 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 
授業で学んだ音楽理論を、ピアノの楽譜にあ

てはめて確認してみる。 

第４回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

音楽理論・和音の理解Ⅰ 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 

弾き歌いの歌について、一番の歌詞は覚える

ようにする。様々な和音を弾いて確認してお

く。 

第５回 
ピアノの演奏及び弾き歌いの実技発表 

リズムを素材とした音楽づくり 

事前学習 

発表する曲を出来る限り暗譜してみる。 

自分の知っている曲を、授業で説明のあった

方法でリズム打ちをしてみる。 

事後学習 

音楽づくりに関連して、どんなジャンルでも

関係なく、自分の好きな音楽にはどんな曲が

有るか、その曲の特徴を考えてみる。 

第６回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

和音を素材とした音楽づくり 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 
演奏技術に関して、どのようなことが苦手で

あるか探してみる。 



 

 

第７回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

メロディーを素材とした音楽づくり 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 

歌う声が小さくなっていないか、歌いやすい

伴奏が弾けているかを確認してみよう。何が

歌い易いか否かを考えておく。 

第８回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

器楽合奏について（奏法） 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 
合奏曲の伴奏にもチャレンジできるような

選曲をしておく。 

第９回 
ピアノの演奏及び弾き歌いの実技発表 

器楽合奏について（編曲法の実践） 

事前学習 合奏曲の伴奏を練習する。 

事後学習 
合奏曲の選曲をする。ピアノ実技最終発表へ

の取り組みを開始する。 

第１０回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

グループによるアンサンブル発表 

事前学習 合奏曲の伴奏を練習する。 

事後学習 合奏曲用の伴奏譜で合唱体験をする。 

第１１回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

楽譜を使用した簡易伴奏の作り方について 

事前学習 

自分が作りたい簡易伴奏曲を決定し、参考資

料等の簡易伴奏と原曲伴奏の違いを確認し

ておく。 

事後学習 
部分的でもよいので、自作による簡易伴奏を

弾いてみる。 

第１２回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

コードネームを使用した簡易伴奏の作り方について 

事前学習 簡易伴奏曲のメロディーを暗譜しておく。 

事後学習 
部分的でもよいので、自作による簡易伴奏を 

弾いてみる。 

第１３回 
ピアノ実技発表 

まとめ 

事前学習 発表曲を練習しておく。 

事後学習 

学習した内容・理解できたことに何があった

かを振り返ってみる。更に次年度へ向けて出

来る限り楽器に触れておくようにする。 

課題研究 

1 
中間発表の際に、共通教材(春の小川・茶つみ・もみじ)を授業で学んだ奏法(レガート奏法)で弾けるようにする。 

課題研究 

2 

弾き歌いを発表する際に、通常発表に加えてレパートリーを増やし、課題研究Ⅰを基に弾き歌いがスムーズにできるよ

う弾き込みを徹底する。 

授業で学んだ音楽理論の復讐を含め共通教材(春の小川・茶つみ・もみじ)にある楽譜上の記号を理解して確認する。 

不明な記号があれば可能な限り配布された資料を基に理解しておく。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2305 

２．授業担当教員 中山 裕一郎 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

1．小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによる「アンサンブル」ができる。 

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

4．音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

①授業内容をもとに、レポート課題を提示する。 

②伴奏、範唱、範奏などは事前にできるようにする。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】初等科音楽教育研究会編『最新 初等科音楽教育法～2017年告示「小学校学習指導要領」準拠～』。 

    音楽之友社 

その他、必要なものはプリントにして配布する。 

【その他】７回目の授業までにソプラノリコーダーを用意する。今までに使用していたものでよい。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

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

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

小学校音楽科の指導をする上で教員として必要素養を身に着けるための基礎的な学習を行います。ピア

ノの習熟や歌唱は、それらの根幹を成すものですので、継続的に練習をして授業に臨んで下さい。 

 また、ピアノの経験があっても弾き歌いを円滑にすることは難しいことですので、併せて訓練を積みま

しょう。以下の項目を遵守して授業に参加してください。 

（１）音楽室の使用の規則（ピアノの扱い方、飲食厳禁等）を守りましょう。 

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

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

なります。 

13．オフィスアワー 授業中に通知 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業計画の説明他）、アンケ

ート、演奏レベルチェック 

事前学習 教科書を準備し、授業に臨むこと。 

事後学習 
教科書（p.89）の《春がきた》のピアノ伴奏を練習し

ておくこと。 

第 2回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解① 

―個のレベルに応じた弾き歌いの個人レッスン― 

事前学習 
教科書（p.89）の《春がきた》の旋律を、歌ったり、

ピアノで弾いたりできるように予習すること。 

事後学習 
教科書（p.89）の《春がきた》の旋律を、歌いながら

弾くことができるように復習すること。 

第 3回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解② 

―個のレベルに応じた弾き歌いの個人レッスン― 

事前学習 各自課された演奏課題を予習しておくこと。 

事後学習 
レッスンを振り返り、今後の課題を進度表にまとめ

ておくこと。 

第 4回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解③ 

―個のレベルに応じた弾き歌いの個人レッスン― 

事前学習 各自課された演奏課題を予習しておくこと。 

事後学習 
レッスンを振り返り、今後の課題を進度表にまとめ

ておくこと。 

第 5回 弾き歌いの試験、レポート 

事前学習 各自の弾き歌いの試験課題曲を練習しておくこと。 

事後学習 
レッスンを振り返り、今後の課題を進度表にまとめ

ておくこと。次週に備えてリコーダーを用意する。 

第 6回 
「器楽の活動」における指導内容の理解①  

リコーダー、鍵盤ハーモニカ等の扱いの理解 

事前学習 
教科書（pp.27～28）を読み、リコーダーの種類や奏

法について予習すること。 

事後学習 リコーダーの奏法を復習すること。 

  



 

 

第 7回 
「器楽の活動」における指導内容の理解② 

―合奏活動のグループ決めと練習― 

事前学習 
教科書（pp.23～28）を読み、小学校で取り扱う打楽

器の種類や名称についての理解を深めておくこと。 

事後学習 
各自担当する楽器で指定された楽曲の演奏の復習を

すること。 

第 8回 
「器楽の活動」における指導内容の理解③ 

―合奏のグループ活動のしあげ― 

事前学習 
各自担当する楽器で指定された楽曲の演奏のしあげ

をしておくこと。 

事後学習 
グループ発表に向けて、指定された楽曲の演奏のし

あげをしておくこと。 

第 9回 「音楽づくり」における指導内容の理解① 

事前学習 
教科書（pp.36～43）を読み、音楽づくりの指導内容

について予習しておくこと。 

事後学習 
グループごとにつくった音楽について振り返り、良

かった点、改善点をまとめておくこと。 

第 10回 
「音楽づくり」における指導内容の理解② 

手作り楽器 

事前学習 
教科書（pp.36～43）を読み、音楽づくりの指導内容

について予習しておくこと。 

事後学習 
グループごとにつくった音楽について振り返り、良

かった点、改善点をまとめておくこと。 

第 11回 
「鑑賞の活動」における指導内容の理解①―低学

年の鑑賞教材について― 

事前学習 
教科書（pp.44～48）を読み、低学年の鑑賞の活動の

指導内容について予習しておくこと。 

事後学習 
低学年の鑑賞教材について、ノートにまとめておく

こと。 

第 12回 
「鑑賞の活動」における指導内容の理解②―中学

年及び高学年の鑑賞教材について― 

事前学習 
教科書（pp.49～54）を読み、中学年及び高学年の鑑

賞の活動について予習しておくこと。 

事後学習 
中学年及び高学年の鑑賞教材について、ノートにま

とめておくこと。 

第 13回 まとめ（ピアノ演奏表現と弾き歌い） 

事前学習 
「音楽Ⅱ」で学んだ小学校で扱う活動の内容や教材

について復習しておくこと。 

事後学習 
「音楽Ⅱ」で学んだことを振り返り、小学校で扱う活

動の内容についてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回の授業で示されたテーマ「小学校音楽科教育の存在意義」について考究し、自身の体験などを

もとに自由に文章にまとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度）。 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 2回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポートの内容は、第 3回以降の授業の中でその一部を紹介し、皆で考えるものとする。 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：家庭や身の回りにある素材によって簡易な楽器を作成する。具体的な内容は第 9回の授業時におこな

う。 

レポート形式：作成した簡易楽器を提出する。 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業時に提出する。 

事前学習：授業時に指示された内容を十分に確認しておくこと。カッター、セロハンテープ、定規、のりを用意してお

くこと。 

事後学習：他の楽器の作成についても考えてみること。 

期末試験 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
音楽Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2140 

２．授業担当教員 原 久美子 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

1．小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによる「アンサンブル」ができる。 

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

4．音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

＜アサインメント＞ 

① 授業内容をもとに、レポート課題を提示する。 

② 弾き歌い、伴奏、範奏等の課題曲は、次週までに弾けるよう、よく練習してくること。 

10．教科書・参考

書・ 

教材 

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

その他、必要なものはプリントにして配布する。 

【その他】ソプラノリコーダーを使用する。持っていない学生は、必ず第 7 回までに用意しておくこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

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

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

楽器の演奏や歌唱の能力を向上させながら、小学校音楽科に必要な音楽活動や指導法を学びましょう。自

らの音楽表現の幅を広げられるよう、積極的に授業に臨んでください。ピアノや弾き歌い、楽器等の演奏技

能は、授業や試験直前に練習するだけでは絶対に上達しません。日頃から練習を積み重ねましょう。 

 授業を受ける上で、次に挙げる基本的な事項は守りましょう。 

（１）音楽室の使用の規則（ピアノの扱い方、飲食厳禁等）を守りましょう。 

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

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

ます。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業計画の説明他）、 

アンケート、演奏レベルチェック 

事前学習 教科書を準備し、授業に臨むこと。 

事後学習 
教科書（p. 114）の《春の小川》のピアノ伴奏を練習

しておくこと。 

第２回 
音楽科の目標、学習指導要領の理解、 

演奏課題提示 

事前学習 
教科書（pp. 210～215）の「小学校学習指導要領 音

楽」の箇所を読み、予習しておくこと。 

事後学習 
学習指導要領の内容をノートにまとめること。 

各自課された演奏課題を練習しておくこと。 

第３回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解① 

―個のレベルに応じた弾き歌いの個人レッスン― 

事前学習 
教科書（p. 114）の《春の小川》の旋律を、歌ったり、

ピアノで弾いたりできるように予習すること。 

事後学習 
教科書（p. 114）の《春の小川》の旋律を、歌いなが

ら弾くことができるように復習すること。 

第４回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解② 

―個のレベルに応じた弾き歌いの個人レッスン― 

事前学習 各自課された演奏課題を予習しておくこと。 

事後学習 
レッスンを振り返り、今後の課題を進度表にまとめ

ておくこと。 

第５回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解③ 

―個のレベルに応じた弾き歌いの個人レッスン― 

事前学習 各自課された演奏課題を予習しておくこと。 

事後学習 
レッスンを振り返り、今後の課題を進度表にまとめ

ておくこと。 

第６回 中間試験（弾き歌い） 

事前学習 各自の弾き歌いの試験課題曲を練習しておくこと。 

事後学習 
レッスンを振り返り、今後の課題を進度表にまとめ

ておくこと。 

第７回 
「器楽の活動」における指導内容の理解①  

リコーダー等の扱いの理解 

事前学習 
教科書（pp. 28～29）を読み、リコーダーの種類や奏

法について予習すること。 

事後学習 リコーダーの奏法を復習すること。 



 

 

第８回 
「器楽の活動」における指導内容の理解② 

―合奏活動のグループ決めと練習― 

事前学習 
教科書（pp. 30～34）を読み、小学校で取り扱う打楽

器の種類や名称についての理解を深めておくこと。 

事後学習 
各自担当する楽器で《ミッキーマウスマーチ》の演奏

の復習をすること。 

第９回 
「器楽の活動」における指導内容の理解③ 

―合奏のグループ活動の仕上げ― 

事前学習 
各自担当する楽器で《ミッキーマウスマーチ》の演奏

の仕上げをしておくこと。 

事後学習 
グループ発表に向けて、《ミッキーマウスマーチ》の

演奏の仕上げをしておくこと。 

第１０回 合奏のグループ発表 

事前学習 
発表に向けて、グループで演奏を合わせて練習して

おくこと。 

事後学習 
グループ合奏を振り返り、良かった点、改善点をまと

めておくこと。 

第１１回 「音楽づくり」における指導内容の理解 

事前学習 
教科書（pp. 40～47）を読み、音楽づくりの指導内容

について予習しておくこと。 

事後学習 
グループごとにつくった音楽について振り返り、良

かった点、改善点をまとめておくこと。 

第１２回 
「鑑賞の活動」における指導内容の理解 

―低学年の鑑賞教材について― 

事前学習 
教科書（pp. 48～51）を読み、低学年の鑑賞の活動の

指導内容について予習しておくこと。 

事後学習 
低学年の鑑賞教材について、ノートにまとめておく

こと。 

第１３回 期末試験（弾き歌い） 

事前学習 

弾き歌いの発表に向けて練習すること。「音楽Ⅱ」で

学んだ小学校で扱う活動の内容や教材について復習

しておくこと。 

事後学習 
「音楽Ⅱ」で学んだことを振り返り、小学校で扱う活

動の内容についてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：共通教材（もみじ：P.120、茶つみ：P. 112）の中から一曲演奏できるようにする。 

実施時期：第 6 回中間試験の際、通常の発表課題（春の小川：P. 114）に加え演奏する。 

事後学習：うまくいかなかった点を改善できるように練習を重ねる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：授業で配布するプリントの内容から筆記小テストを実施する。 

実施時期：第 13回期末試験の際、通常の発表課題に加え実施する。 

事後学習：授業で配布されたプリントをノートにまとめ、十分に復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SJMP2140 

２．授業担当教員 赤塚 太郎 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」「音楽実践演習」を履修していること。 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

①ピアノ実技と弾き歌い…各々の進度に応じた課題を出すので、授業中に行った課題をよく復習し、 

次週までの課題曲もよく練習する 

②音楽理論…楽典や和声法の練習問題を課します 

③第5回目ではリズム、第9回目では手遊び歌・わらべうた、13回目では合奏、14回目ではピアノ実技、 

15回目では弾き歌いをみんなの前で発表演奏します 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書…「音楽」「音楽実践演習」で使用したものを継続使用します。その他に必要な資料はその都度配布
しますが、初回授業時には「音楽」「音楽実践演習」で使っていた教科書を持参してください。 

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

東京福祉大学編『保育児童福祉要説、第 5版』中央法規、2017。 

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

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

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

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

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では「音楽」「音楽実践演習」で学んだことを踏まえ、さらなるレヴェルアップを図ります。具体

的にはピアノや弾き歌いのほかに、リズム活動、手遊び歌、わらべうた、楽器遊び、合奏を取り入れ、保

育園・幼稚園の現場での実践を念頭においています。ピアノ演奏や歌唱は「技術の習得」であり、毎日の

積み重ねが大切です。短い時間でも、毎日ピアノにむかう時間を作ってください。この科目が必修科目で

ある意味を自身で考え、自らが主体的・能動的に探究していくみなさんの姿に期待しています。なお、オ

ンライン授業実施の場合は、実技を伴う内容が変更される場合があります。また、授業への遅刻は、累積

回数が多いと認めないこともあるので、注意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、シラバス説明、授業概要、経験

値に応じた課題曲選曲、音楽理論の理解度を確認 

事前学習 
「音楽」「音楽実践演習」で学んだことを復習す

る。 

事後学習 音楽理論の復習プリント及び課題曲を練習する。 

第２回 

リズム課題① 

ピアノ及び弾き歌い① 

音楽理論①音名・階名・音符・休符  

次回までの課題の説明 

事前学習 ピアノ課題曲に取り組む。 

事後学習 
音名と階名の違いを確認する。特に、英米式音名

についてはきちんと理解し、覚えること。 

第３回 

リズム課題② 

ピアノ及び弾き歌い② 

音楽理論②音程（音の幅）と三和音 

次回までの課題の説明 

事前学習 ピアノ課題曲を練習する。 

事後学習 音程、三和音について疑問点がないか、確認する。 



 

 

第４回 

リズム課題③ 

リズム活動①「自由な動き」 

ピアノ及び弾き歌い③ 

音楽理論③長三和音（メジャーコード） 

次回までの課題の説明 

事前学習 各自の課題曲に取り組む。 

事後学習 リズム活動とはどのようなものか、調べてみる。 

第５回 

リズム課題の発表 

ピアノ及び弾き歌い④ 

音楽理論④短三和音（マイナーコード） 

次回までの課題の説明 

事前学習 
音符と休符についてよく復習し、リズム課題の発

表に備える。 

事後学習 
和音の種類や構造を復習し、理解を深める。課題

曲の練習。 

第６回 

手遊び歌① 

音楽理論⑤七の和音（セブンスコード）、コードネー

ムの総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑤ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
コードネームについてその仕組みを考え、要点を

まとめる。 

事後学習 コードネームのプリント、課題曲に取り組む。 

第７回 

手遊び歌② 

音楽理論⑥コードネームの総復習の続き 

ピアノ及び弾き歌い⑥ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
コードネームについての疑問点・不明点がない

か、確認する。 

事後学習 和音・コードネームの総復習、課題曲の練習。 

第８回 

リズム活動②「拍子、ビート、フレーズ」 

わらべうた 

音楽理論⑦和音の転回形 

ピアノ及び弾き歌い⑦ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

教科書等を参考にし、どのようなわらべうたがあ

るかを調べる。和音の転回形の仕組みについて考

える。 

事後学習 和音の転回形のプリント及び課題曲に取り組む。 

第９回 

リズム活動③「リズムと身体」 

ピアノ及び弾き歌い⑨ 

次回までの課題の説明 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
リズム活動の総括として、活動の目的・意義をま

とめてみる。 

第１０回 

合奏①他の楽器との出会い、合奏の準備 

ピアノ及び弾き歌い⑩ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
打楽器の種類や奏法について調べる。合奏を行う

うえで、どのような点に注意すべきか、考える。 

事後学習 
授業中に触れた打楽器について、奏法をまとめて

みる。課題曲に取り組む。 

第１１回 

合奏②パート練習、発表 

ピアノ及び弾き歌い⑪ 

次回までの課題の説明 

事前学習 パートやグループでの発表準備。 

事後学習 ピアノ課題曲に取り組む。 

第１２回 ピアノ実技の発表 

事前学習 ピアノ実技の課題曲を練習する。 

事後学習 
発表後のおさらいをする。弾き歌いの課題曲に取

り組む。 

第１３回 弾き歌いの発表 
事前学習 弾き歌いの発表に備える。 

事後学習 学期中に学習したことをよく復習する。 

課題研究 

1 

第 9回の講義後、「リズム活動」についての資料を配布するので、要点をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度（約 1,440字） 

実施時期：第 9回の講義後に実施 

提出期限と方法：第 10回の講義の前日までに、メール添付にて送信すること。 

メールアドレス：taakatsu@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

事後学習：添削を受けたレポートの内容を整理し、以降の講義にその内容を反映させる。 

課題研究 

2 

自身が感じる「弾き歌いの困難さ」について、レポートにまとめなさい。その際、具体的な曲や演奏法についても触れ

ること。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度（約 1,440字） 

実施時期：第 13回の講義後に実施 

提出期限と方法：第 13回の講義後、1週間以内にメール添付にて提出すること。 

メールアドレス：上記 

事後学習：自身でまとめた内容を生かし、長期休み中の練習に臨む。 

 



 

 

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

３．科目番号 

SSOT2523 

SCOT2523 

SJMP2140 ２．授業担当教員 杉原 由利子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」「音楽実践演習」を履修していること 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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

・ピアノによる弾き歌いなどは、発表によって学習成果を確かめること。 

・レポート課題についても意欲的に取り組むこと。 

・小テスト３回は、ピアノ、弾き歌いで実施、十分練習をしておくこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書 

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

② 一年生で使用した『子どもの歌 厳選 50 曲』共同音楽出版社 

③『新・幼児の音楽教育』第 3版最新版 朝日出版 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

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

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

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

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

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・自己紹介・授業ガイダンス・シラバス説明・楽典の理

解度調査・音楽学習歴調査・練習曲の指示・ 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション① 

事前学習 

・シラバスを読み音楽Ⅱの内容を理解する。 

・テキストを用意する。五線ノートを用意。 

・バイエルなど任意の 1 曲を練習しておく。 

事後学習 
・学習内容を確認する・ 

・課題の楽曲を復習しておく。 

第２回 

・リズムの学習① 

・ピアノコードの学習①（コードの基本型） 

・弾き歌い曲レッスン①（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎①（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション② 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第３回 

・リズムの学習② 

・ピアノコードの学習②（コードの展開型） 

・弾き歌い曲レッスン②（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎②（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション③ 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 



 

 

第４回 

・リズムの学習③ 

・ピアノコードの学習③（コードによる伴奏型） 

・弾き歌い曲レッスン③（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎③（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション④ 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

 

第５回 

・リズムの学習④ 

・ピアノコードの学習④（コードによる伴奏型） 

・弾き歌い曲レッスン④（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎④（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション⑤ 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第６回 

・リズムの学習⑤ 

・ピアノコードの学習⑤（コードによる簡易伴奏） 

・弾き歌い曲レッスンと⑤（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎⑤（バイエル） 

・子どもの歌斉唱① 

・三和音連結（Ｃ－Ｇ－Ｃ）① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑥ 

事前学習 

・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

・子どもの歌予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・子どもの歌復習 

第７回 

・リズムの学習⑥ 

・弾き歌い曲レッスン⑥（子どもの歌） 

・子どもの歌斉唱② 

・三和音連結合唱（Ｃ－Ｆ－Ｇ－Ｃ）② 

・簡易楽器の種類と奏法① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑦ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・子どもの歌予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・簡易楽器の種類と奏法の確認 

第８回 

・リズムの学習⑦ 

・弾き歌い曲レッスン⑦（子どもの歌） 

・子どもの歌斉唱②（手遊び歌） 

・三和音連結合唱（Ｃ－Ｆ－Ｇ7－Ｃ）③ 

・簡易楽器の種類と奏法② 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑧ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・手遊び歌の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習 

・手遊び歌の復習 

第９回 小テスト１回目 弾き歌いとリズム活動 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・わらべうたの予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・わらべうたの復習 

第１０回 

・リズムの学習⑨ 

・弾き歌い曲レッスン⑧（子どもの歌）・子どもの歌斉

唱③（わらべうた） 

・三和音連結合唱（Ｃ－Ｅｍ－Ａｍ－Ｆ－Ｇ７－Ｃ）④ 

・簡易楽器による合奏① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑨ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・リズムの予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・リズムによる身体表現の復習 

第１１回 

・リズムの学習⑩ 

・弾き歌い曲レッスン⑨（子どもの歌） 

・リズムによる身体表現① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑩ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・リズムによる身体表現の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・リズムによる身体表現の復習 

第１２回 

・リズムの学習⑪ 

・弾き歌い曲レッスン⑩（子どもの歌） 

・リズムによる身体表現②発表 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑪ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・リズムによる身体表現の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・リズムによる身体表現の復習 

第１３回 ・小テスト２回目 アンサンブル演奏 
事前学習 ・小テストへの準備練習 

事後学習 ・テストで発表した楽曲の復習 

課題研究

1 

第５回の授業後に以下の課題を実施し、第６回目授業開始時に提出して下さい。 

 

① 第５回目の授業時に配布する楽典総復習のプリントを実施し、第６回目授業開始時に提出してください。 

② 第５回目の授業時に示したピアノのための楽曲を演奏したものを録音し、音源データを第二回目授業前日までに

lineに提出してください。 

③ 第５回目の授業時に示したわらべうたを歌って録音し、音源データを第二回目授業前日までに line に提出してく

ださい。 

事後学習：歌ったわらべうたを色々な場面で多様な方法において遊べるよう、練習をしましょう。 

課題研究

2 

第１３回目の授業後に配布するわらべうたの資料を参照し、９月２６日までに以下の課題を行ってください。 

 

① ５歳児を対象とした「わらべうた遊び」を自身が保育者として行うことを想定し、おおよそ１０分くらいの部分実

習指導案を作成してください。フォーマットは用紙とデータでお渡しします。 

② 選んだ「わらべうた」を歌うまでの「導入の話」を含めて録音し、音声データを line に提出してください。 

事後学習：歌ったわらべうたと同様のカテゴリーで他にどのような歌があるか調べましょう。 

期末試験 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2140 

２．授業担当教員 高木 麻衣子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」「音楽実践演習」を履修していること 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

ピアノ実技：毎回課題曲を提示するので、次週の授業までに弾けるよう練習してくること。 

グループ活動：お互いに協力し合い、練習をして発表に臨むこと。 

メンバーに迷惑をかけないよう出来るだけ欠席しないこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書 

①１年生で使用した『全訳バイエル教則本』全音楽譜出版社 

②１年生で使用した『子どもの歌 厳選 50曲』共同音楽出版社 

参考書 
①『新・幼児の音楽教育』第 3版最新版 朝日出版 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

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

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

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

り組みます。ピアノの基礎的な演奏技術を前提に授業を行ないますので、日頃の鍛錬を忘れないようにし

て下さい。また、グループ活動では一人ひとりの意識が作品に大きな影響を及ぼします。集団でしか味わ

えない音楽の素晴らしさを体験しましょう。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・自己紹介・授業ガイダンス・シラバス説明・楽典の理

解度調査・音楽学習歴調査・練習曲の指示・進度票配布 

事前学習 

・シラバスを読み音楽Ⅱの内容を理解する 

・テキストを用意する 

・バイエルなど任意の 1曲を練習しておく 

事後学習 
・学習内容を確認する 

・課題の楽曲を復習しておく 

第２回 

・ピアノコードの学習①（コードの基本型） 

・弾き歌い曲レッスン①（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎①（バイエル） 

事前学習 
・ピアノコードの復習 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第３回 

・ピアノコードの学習②（コードの展開型） 

・弾き歌い曲レッスン②（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎②（バイエル） 

事前学習 
・ピアノコードの復習 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第４回 

・ピアノコードの学習③（コードによる伴奏型） 

・弾き歌い曲レッスン③（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎③（バイエル） 

事前学習 
・ピアノコードの復習 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 



 

 

 

第５回 

・ピアノコードの学習④（コードによる伴奏型） 

・弾き歌い曲レッスン④（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎④（バイエル） 

事前学習 
・ピアノコードの復習 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第６回 

・ピアノコードの学習⑤（コードによる簡易伴奏） 

・弾き歌い曲レッスンと⑤（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎⑤（バイエル） 

・子どもの歌斉唱① 

事前学習 
・ピアノコードの復習 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・子どもの歌復習 

第７回 

・ピアノコードの学習⑥（コードによる簡易伴奏） 

・弾き歌い曲レッスン⑥（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎⑥（バイエル） 

・子どもの歌斉唱② 

事前学習 

・ピアノコードの復習 

・任意の楽曲の予習 

・子どもの歌予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・子どもの歌復習 

第８回 ピアノ・コード弾き歌い発表 
事前学習 ・発表に向けた予習 

事後学習 ・発表後の振り返り 

第９回 

・弾き歌い曲レッスン⑦（子どもの歌） 

・子どもの歌斉唱②（手遊び歌） 

・簡易楽器の種類と奏法① 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・手遊び歌の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習 

・手遊び歌の復習 

第１０回 

・弾き歌い曲レッスン⑧（子どもの歌） 

・子どもの歌斉唱③（わらべうた） 

・簡易楽器による合奏① 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・わらべうたの予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・わらべうたの復習 

第１１回 

・弾き歌い曲レッスン⑪（子どもの歌） 

・リズムによる身体表現① 

・簡易楽器による合奏① 

事前学習 

・任意の楽曲の予習 

・リズムによる身体表現の予習 

・合奏の予習 

事後学習 

・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・リズムによる身体表現の復習 

・合奏の復習 

第１２回 

・弾き歌い曲レッスン⑫（子どもの歌） 

・リズムによる身体表現② 

・簡易楽器による合奏② 

事前学習 

・任意の楽曲の予習 

・リズムによる身体表現の予習 

・合奏の予習 

事後学習 ・発表への準備練習 

第１３回 弾き歌い発表・合奏発表 
事前学習 ・発表への準備練習 

事後学習 ・発表した楽曲の復習 

課題研究 

1 

中間発表の際に、通常発表に加えて１曲ないし数曲弾き歌いを発表する。曲目は、進度に合わせ指定された曲を発表す

ること。また事後学習として、練習を重ね、暗譜で弾けることを目標にすること。 

課題研究 

2 

期末発表の際に、通常発表に加えて１曲ないし数曲弾き歌いを発表する。曲目は、進度に合わせ指定された曲を発表す

ること。また事後学習として、練習を重ね、暗譜で弾けることを目標にすること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2305 

２．授業担当教員 中山 裕一郎 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

1．小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによる「アンサンブル」ができる。 

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

4．音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

①授業内容をもとに、レポート課題を提示する。 

②伴奏、範唱、範奏などは事前にできるようにする。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】初等科音楽教育研究会編『最新 初等科音楽教育法～2017年告示「小学校学習指導要領」準拠～』。 

    音楽之友社 

その他、必要なものはプリントにして配布する。 

【その他】７回目の授業までにソプラノリコーダーを用意する。今までに使用していたものでよい。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

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

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

小学校音楽科の指導をする上で教員として必要素養を身に着けるための基礎的な学習を行います。ピア

ノの習熟や歌唱は、それらの根幹を成すものですので、継続的に練習をして授業に臨んで下さい。 

 また、ピアノの経験があっても弾き歌いを円滑にすることは難しいことですので、併せて訓練を積みま

しょう。以下の項目を遵守して授業に参加してください。 

（１）音楽室の使用の規則（ピアノの扱い方、飲食厳禁等）を守りましょう。 

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

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

なります。 

13．オフィスアワー 授業中に通知 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業計画の説明他）、アンケ

ート、演奏レベルチェック 

事前学習 教科書を準備し、授業に臨むこと。 

事後学習 
教科書（p.89）の《春がきた》のピアノ伴奏を練習し

ておくこと。 

第 2回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解① 

―個のレベルに応じた弾き歌いの個人レッスン― 

事前学習 
教科書（p.89）の《春がきた》の旋律を、歌ったり、

ピアノで弾いたりできるように予習すること。 

事後学習 
教科書（p.89）の《春がきた》の旋律を、歌いながら

弾くことができるように復習すること。 

第 3回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解② 

―個のレベルに応じた弾き歌いの個人レッスン― 

事前学習 各自課された演奏課題を予習しておくこと。 

事後学習 
レッスンを振り返り、今後の課題を進度表にまとめ

ておくこと。 

第 4回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解③ 

―個のレベルに応じた弾き歌いの個人レッスン― 

事前学習 各自課された演奏課題を予習しておくこと。 

事後学習 
レッスンを振り返り、今後の課題を進度表にまとめ

ておくこと。 

第 5回 弾き歌いの試験、レポート 

事前学習 各自の弾き歌いの試験課題曲を練習しておくこと。 

事後学習 
レッスンを振り返り、今後の課題を進度表にまとめ

ておくこと。次週に備えてリコーダーを用意する。 

第 6回 
「器楽の活動」における指導内容の理解①  

リコーダー、鍵盤ハーモニカ等の扱いの理解 

事前学習 
教科書（pp.27～28）を読み、リコーダーの種類や奏

法について予習すること。 

事後学習 リコーダーの奏法を復習すること。 

  



 

 

第 7回 
「器楽の活動」における指導内容の理解② 

―合奏活動のグループ決めと練習― 

事前学習 
教科書（pp.23～28）を読み、小学校で取り扱う打楽

器の種類や名称についての理解を深めておくこと。 

事後学習 
各自担当する楽器で指定された楽曲の演奏の復習を

すること。 

第 8回 
「器楽の活動」における指導内容の理解③ 

―合奏のグループ活動のしあげ― 

事前学習 
各自担当する楽器で指定された楽曲の演奏のしあげ

をしておくこと。 

事後学習 
グループ発表に向けて、指定された楽曲の演奏のし

あげをしておくこと。 

第 9回 「音楽づくり」における指導内容の理解① 

事前学習 
教科書（pp.36～43）を読み、音楽づくりの指導内容

について予習しておくこと。 

事後学習 
グループごとにつくった音楽について振り返り、良

かった点、改善点をまとめておくこと。 

第 10回 
「音楽づくり」における指導内容の理解② 

手作り楽器 

事前学習 
教科書（pp.36～43）を読み、音楽づくりの指導内容

について予習しておくこと。 

事後学習 
グループごとにつくった音楽について振り返り、良

かった点、改善点をまとめておくこと。 

第 11回 
「鑑賞の活動」における指導内容の理解①―低学

年の鑑賞教材について― 

事前学習 
教科書（pp.44～48）を読み、低学年の鑑賞の活動の

指導内容について予習しておくこと。 

事後学習 
低学年の鑑賞教材について、ノートにまとめておく

こと。 

第 12回 
「鑑賞の活動」における指導内容の理解②―中学

年及び高学年の鑑賞教材について― 

事前学習 
教科書（pp.49～54）を読み、中学年及び高学年の鑑

賞の活動について予習しておくこと。 

事後学習 
中学年及び高学年の鑑賞教材について、ノートにま

とめておくこと。 

第 13回 まとめ（ピアノ演奏表現と弾き歌い） 

事前学習 
「音楽Ⅱ」で学んだ小学校で扱う活動の内容や教材

について復習しておくこと。 

事後学習 
「音楽Ⅱ」で学んだことを振り返り、小学校で扱う活

動の内容についてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回の授業で示されたテーマ「小学校音楽科教育の存在意義」について考究し、自身の体験などを

もとに自由に文章にまとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度）。 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 2回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポートの内容は、第 3回以降の授業の中でその一部を紹介し、皆で考えるものとする。 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：家庭や身の回りにある素材によって簡易な楽器を作成する。具体的な内容は第 9回の授業時におこな

う。 

レポート形式：作成した簡易楽器を提出する。 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業時に提出する。 

事前学習：授業時に指示された内容を十分に確認しておくこと。カッター、セロハンテープ、定規、のりを用意してお

くこと。 

事後学習：他の楽器の作成についても考えてみること。 

期末試験 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3140 

２．授業担当教員 杉原 由利子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「音楽Ⅲ」では「音楽」、「音楽Ⅱ」で習得した技術の上に立って、実習や就職後の実践力の育成を視野に、

保育現場の長期、短期の指導計画に音楽的活動を適切に盛り込むことができるようになるため、あらためて

保育における音楽活動に関わる知識と技術を磨く。子どもが歌うとはどういうことか理解し、適切に教材を

選ぶため、子どもの歌の特徴を理解し、正しく歌い、演奏し、楽器で遊び、身体で表現する。ピアノの弾き

歌いおよび楽器の演奏と合奏の技術をさらに高め、表現の指導法についても深めていく。それらの学習を通

して、個人の素養と、より高い保育･教育実践に必要な知識や技能を習得する。 

８．学習目標 

１．子どもの歌、子どもの発声についての理解を深め、自ら正しく演奏できる。 

２．子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択ができる。 

３．歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動を企画、実践できる。 

４．弾き歌いなど保育者としての音楽能力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．毎回個人の進度に応じたピアノ演奏課題を提示します。 

特に、保育者を志望する学生の皆様に対しては、それらの資格に必要なレベルの課題を提示します。  

2．第 6 回、第 10 回、第 15 回目の授業で、“弾き歌い”の小テストを実施致します。 

就職後、各現場において子どもたちの前で演奏することに慣れるため、また課題を着実にこなすという目 

的のために実施します。 

3．器楽合奏および簡易楽器の製作などを通し、現場での実践に即した、考える授業づくりのための演習と 

致します。 

10．教科書・参考

書・教材 

1年から 3年まで使用してきた教科書、配布楽譜など適宜調整 

他にその授業ごとに必要な資料を配布します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの発声指導に関する知識を身につけ、自らも正しく演奏できるか。 

２．子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択ができるか。 

３．歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動を企画、実践できるか。 

４．弾き歌いなど保育者としての音楽能力を高められたか。  

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択とその演奏発表    総合点の３０％ 

２ 歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動の企画と実践発表   総合点の３０％ 

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、特に『音楽』『音楽Ⅱ』を修了した皆様が、実習中や就労後の保育における音楽的指導を行う

場面を想定し、実践的な能力を身に付けていくために、器楽の演奏技術の向上を目指します。更に応用力を

鍛えることにより、子どもを指導する技術を習得することが大きな目的です。常に自発的、積極的に授業へ

参加をして下さい！また、音楽Ⅱまでにおいて、音楽的技術の習得に不足感を得ている皆様は、この授業で、

ピアノの演奏は勿論、代表的な子どもの歌の弾き歌い（両手で完全に）や、歌唱指導法の技術をしっかりと

身に着けましょう。特に伴奏を伴わない歌唱に自信を持って臨めるように準備しましょう。座学に関しては

資料配布と概要の解説に留め、実践的な内容の割合を多くとります。ピアノに関しては保育の場で独奏が想

定される「お昼寝の時間」などに演奏できる楽曲にあたります。事前学習を必ず行ってから授業に臨んでく

ださい。一緒に頑張りましょう！ 

13．オフィスアワー 最初の授業時間の時に通知いたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション：本科目の概要と学習目標 

・音楽経験に関するアンケート調査 

・シラバスの解説 

・楽典理解度テスト 

・ピアノ演奏技術に関する進度確認に基づく「ピアノ」 

 「弾き歌い」それぞれの課題の提示 

事前学習 
一年次から使用している、子どもの歌曲集の

中から、自分が弾ける程度の曲で、まだ練習し
たことのない曲を選び、練習しておく。 

事後学習 
第 1 回目に提示されたピアノ、弾き歌い各々
の課題曲の練習を行う。譜読みを確実なもの
にして次回の授業に臨むこと。 

第２回 

・ピアノレッスン/弾き歌いのレッスン 

・幼児音楽教育論―①幼児の発達と音楽について 

・発声法とわらべうたの新曲視唱―1回目 

・楽典の復習①音階と調性 

・ピアノ小曲の譜読みと学習 

事前学習 
第１回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 
課題曲のピアノの練習を行う。音楽理論の学

習内容の振り返りを行う。新曲視唱をなるべ
くたくさん行う。 



 

第３回 

・ピアノレッスン/弾き歌いのレッスン 

・幼児音楽教育論―②音楽教育方法論 

・発声法とわらべうたの新曲視唱―2回目 

・楽典の復習②子どもの歌に多い４つの調性と、各調の

主要三和音について。それ以外のコード、特にマイナー

コードの学習とそれらを学習する意義にについて 

・ピアノ小曲の譜読みと学習 

事前学習 
弾き歌い発表演奏に向けて個々の課題曲を練

習する。 

事後学習 
課題曲のピアノの練習を行う。音楽理論の学
習内容の振り返りを行う。新曲視唱をなるべ

くたくさん行う。 

第４回 

・ピアノレッスン/弾き歌いのレッスン 

・幼児音楽教育論―③音楽的表現の指導 

・発声法とわらべうた新曲視唱―３回目 

・楽典の復習③拍子とリズムに関して 

・ピアノ小曲の譜読みと学習 

事前学習 
第３回目に練習した曲、またはそれが終わっ
た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 
課題曲のピアノの練習を行う。音楽理論の学
習内容の振り返りを行う。わらべうたをなる
べくたくさん調べ、歌ってみる。 

第５回 

・ピアノレッスン/弾き歌いのレッスン 

・幼児音楽教育論―②音楽教育方法論 

・発声法と新曲視唱―４回目 

・楽典の復習②子どもの歌に多い４つの調性と、それら

の主要三和音について。それ以外のコード、特にマイナ

ーコードの学習 

・ピアノ小曲の譜読みと学習 

事前学習 
教科書に記載されている子どもの歌などに、
多く使われる調性を調べる 

事後学習 
課題曲のピアノの練習を行う。音楽理論の学
習内容の振り返りを行う。新曲視唱をなるべ
くたくさん行う。 

第６回 

第１回目「ピアノと無伴奏歌唱（補助的に楽器使用）の

小テスト」教科書又は提示した課題曲の中から選択した

楽曲を実施する。 

ピアノは左右両手で演奏のこと（片手不可） 

事前学習 
ピアノ・歌唱の演奏発表に向けて課題曲の仕
上げの練習する。 

事後学習 
発表後の振り返りとして今後の自己課題を書
き出す。 

第７回 

・ピアノレッスン/弾き歌いのレッスン 

・各季節の歌を季節ごとにまとめて表にする。 

・旋律楽器を主としたアンサンブルの実践 

 （トーンチャイム、ベル、マリンバ、などを使用） 

・ピアノ小曲の譜読みと学習 

事前学習 
第６回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 
第７回目に指導された事柄を復習して練習す
る。アンサンブルで使う楽器についてその演

奏の仕方を復習しておく。 

第８回 

・ピアノレッスン/弾き歌いのレッスン 

・コード伴奏の方法 

・幼児音楽教育の基本的な捉え方に関するレポートの

作成（次週授業開始前に提出） 

・子どもたちが演奏することを想定したアンサンブル

スコアの作成（簡単な編曲） 

・ピアノ小曲の譜読みと学習 

事前学習 
幼児音楽教育の基本的な捉え方に関するレポ
ートの作成 

事後学習 
第８回目に指導された事柄を復習して練習す
る。アンサンブルの楽譜になるべくたくさん

触れる。 

第９回 

・ピアノレッスン/弾き歌いのレッスン 

・絵描き歌に挑戦する 

・動物の動きを音楽や身体運動で表現する 

・ピアノ小曲の譜読みと学習 

事前学習 
第８回目に練習した曲、またはそれが終わっ
た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 
第９回目に指導された事柄を復習して練習す
る。弾き歌い発表演奏に向けて課題曲を練習

する。 

第１０回 

第２回目「小テスト」教科書又は提示した課題曲の中か

ら選択した子どもの歌のピアノを伴奏楽器に用いた弾

き歌いを実施する。 

＊保育の場を想定し、子どもに対する初回の指導などを

交えて実施。 

事前学習 
弾き歌い発表演奏に向けて課題曲の仕上げの

練習する。 

事後学習 

第１０回目のテストでの振り返りとして。弾
き歌いをしている最中に止まってしまう箇所
などに特に留意し、歌うことに重きを置いて

練習する。 

第１１回 

・ピアノレッスン/弾き歌いのレッスン 

・伴奏の型のヴァリエーションを増やす方法を学ぶ 

・即興演奏への導入練習。情景や物語を表現する 

・ピアノ小曲の譜読みと学習 

事前学習 
主要三和音のカデンツを確認し、正確に弾け

るようにする。 

事後学習 
第１１回目に行った即興演奏について、更に

発展練習をする 

第１２回 

・ピアノレッスン/弾き歌いのレッスン 

・伴奏の型のヴァリエーションを増やす方法を学ぶ 

・即興演奏への導入練習―２回目 

・指導案作成の説明（次週までの課題） 

・ピアノ小曲の譜読みと学習 

事前学習 
主要三和音のカデンツを確認し、正確に弾け

るようにする。 

事後学習 指導案作成の説明（次週に提出） 

第１３回 

第３回目「ピアノ小曲の演奏と弾き歌い小テスト（環境

設定・導入付き）」 

教科書又は提示した課題曲の中からピアノの為に書か

れた小曲と、子どもの歌の弾き歌いを実施する。 

※より実践的な保育を想定して選曲を行うこと 

※授業評価実施 

事前学習 
ピアノ演奏、弾き歌い発表演奏に向けて課題

曲の仕上げの練習する。 

事後学習 
１3 回の振り返りに基づいて補強するべき部

分の手当てを行う 



 

課題研究

1 

第１回の授業後に以下の課題を実施し、第二回目授業開始時に提出して下さい。 

 

① 第１回目の授業時に配布する楽典総復習のプリントを実施し、第二回目授業開始時に提出してください。 

② 第１回目の授業時に示したピアノのための楽曲を演奏したものを録音し、音源データを第二回目授業前日までに

lineに提出してください。 

③ 第１回目の授業時に示した歌唱用の楽曲を歌って録音し音源データを第二回目授業前日までに line に提出してく

ださい。 

事後学習：教科書掲載の歌唱用楽曲に関して調性と拍子などを調べて、所定の用紙に書き込みましょう 

課題研究

2 

部分実習を想定しての模擬保育を計画し、以下の通り課題を行ってください。 

 

① 示されたフォーマットを使用し、音楽（必ず歌唱を伴う内容を盛り込んでください）を中心に据えた模擬保育の指

導案を簡易的に作成して提出してください。 

② 作成した指導案に基づき、模擬保育の実施を録画し、動画データを提出してください。 

③ その中で扱う歌唱に関して「より音楽的に」歌うことを意識し、個別に録音し、音声データを line に貼り付け提

出してください。 

 

※なお、レポートの提出は「用紙に手書き」「word文書などを印刷したもの」「wordのファイルをデータで送信」「手書

きやテキストファイルを PDF変換したもの、または画像データ（JPEG）を line画面に貼り付け」など、どの方法を選択

しても結構です。動画データは line に貼り付けを推奨します（データが大きいためメールに添付する際には圧縮など

の措置が必要となるためです）。 

※これらの方法を選択する環境がない方に関しては個別に対応します。 

事後学習：模擬保育に活用できるあらゆる事例を書籍やウェブサイトで調べましょう。 

期末試験 

 

 



 

１．科目名（単位数） 海外福祉事情Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 

SSMP1323 

SCMP1323 

SBMP1323 

SJMP1323 
２．授業担当教員 水島 正浩 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な福祉とは何かということについて、諸外国における福祉理

念の変遷や福祉制度、専門職の発展過程等について学び、基本的な学びを深める。また、各自の国の制度な

どとも関連させ、今後の課題やあり方についても考察を深める。 

８．学習目標 

１．諸外国の福祉理念について理解し、説明することができる。 

２．諸外国の福祉制度や専門職化の発展について理解し、説明することができる。 

３．各自の国の福祉とも関連させ、今後の課題やあり方についても考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・学習の理解度をみる課題（まとめ）を授業内で複数回行います。 

（＊その他毎回の授業の進行状況に応じて指示します。） 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

基礎からの社会福祉編集委員会編 『①社会福祉概論』 ミネルヴァ書房。 

【参考書・教材】 

東京福祉大学編 『新・社会福祉要説』 ミネルヴァ書房。 

（＊その他、理解度や進行状況に合わせて、適宜資料を配布します。） 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

・課題（まとめ）を含む個人の課題の内容      60％ 

・グループでの作業・発表を含む積極的参加態度   40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 海外福祉事情は、これから様々な国の福祉を学んでいく上で基礎となる科目です。そのため、授業への出

席、熱意ある参加、グループでのディスカッションや作業、課題作成などへの積極的な取組みを望みます。 

（＊授業内容や順番、課題等は、皆さんの進捗状況・理解度にあわせて適宜変更していきます。） 

13．オフィスアワー 授業時間内に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回    授業の主な内容や進め方について 

事前学習 福祉について、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２回 
  諸外国の福祉理念① 
（ノーライゼーションについて） 

事前学習 教科書の（pp.68～70）を読み、理解を進めておく 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第３回 
諸外国の福祉理念② 
（バリアフリー・ユニバーサルデザ

インついて） 

事前学習 教科書の（p.70）を読み、理解を進めておく 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第４回 
諸外国の福祉理念③ 
（ソーシャルインクルージョンに

ついて） 

事前学習 教科書の（pp.70～71）を読み、理解を進めておく 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第５回 
  諸外国の福祉理念に関する考察：課

題① 

事前学習 これまで学んだことをまとめ、自分の考えを整理しておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

第６回 
イギリスの社会福祉について① 

（慈善と救貧法について） 

事前学習 教科書の（pp.32～33）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第７回 
イギリスの社会福祉について② 
（新救貧法について） 

事前学習 教科書の（pp.33～34）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第８回 
イギリスの社会福祉について③ 
（ＣＯＳとセツルメント運動につ

いて） 

事前学習 教科書の（pp.34～35）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第９回 
イギリスの社会福祉について④ 
（福祉国家について） 

事前学習 教科書の（pp.44～45）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１０回 
アメリカの社会福祉について① 
（慈善と救貧法について） 

事前学習 教科書の（p.36）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１１回 アメリカの社会福祉について② 事前学習 教科書の（pp.37～39）を読み、理解を進めておく。 



 

（ソーシャル・ケースワークついて） 
事後学習 

授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１２回 
アメリカの社会福祉について③ 
（社会保障について） 

事前学習 教科書の（pp.44～45）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１３回 

アメリカの社会福祉について④ 
（ソーシャルワークの専門分化につ
いて） 
 

事前学習 教科書の（p.45）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

課題研究 
1 

課題研究テーマ：第６回～第９回の講義内容を踏まえて、「イギリスの社会福祉の発展について」自分なりに整理し、
特に印象に残ったこと、考えたことをまとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙 1枚 1000字程度（授業中に配布） 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に提出する。 

      提出及び発表を行い、質疑応答・意見交換等を教室で行う。 

事後学習：質疑応答・意見交換等を通してさらに考察を深める。 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：第１０回～第１３回の講義内容を踏まえて、「アメリカの社会福祉の発展について」自分なりに整
理し、特に印象に残ったこと、考えたことをまとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙 1枚 1000字程度（授業中に配布） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。 

      提出及び発表を行い、質疑応答・意見交換等を教室で行う。 

事後学習：質疑応答・意見交換等を通してさらに考察を深める。 

 
 



 

 

１．科目名（単位数） 海外留学入門 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2102 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 講義、演習、リサーチ、ペア・グループ活動 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

海外留学を成功させるためにはどのような知識や準備が必要か。そして海外の人との交流や海外の大学での

授業にはどの様に事前準備をする必要があるのかなど、基礎的なスキルや知識を身に付ける学習を行う。そ

の中で、国際社会における異文化理解と自国について実践学習し、将来的に各学生が国際社会の一員として

必要な知識とスキルなどを習得し、自国の紹介や自己表現ができるように実践する。 

８．学習目標 

1. 留学に備えての実用的な自国の専門文化用語や説明方法の習得 

2. 外国人への対応や交流方法の習得 

3. 自分の意見を「言える・伝える・説明する」の口頭表現の向上 

4. 自国文化や歴史などを再勉強し、国際ビジョンや交流スキルの向上 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 授業内容の理解を深めるために予習・復習としてテキスト内の問題を毎回課す。 

2. 英文作成力を高めるために、「語学帳」「マイ・スタディ・ノート」「レポート」の課題を出し多種多様

な表現力を身につけ、プレゼンテーション発表を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】松本美江著『英語で日本紹介ハンドブック』アルク出版 

講義内で使用するその他の教材は、担当者が随時用意する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準(学習目標) 

1. 留学に必要な海外事情への理解が深まったか。 

2. 自国の文化や歴史などを口頭で発表し説明できるスキルが上達したか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 30％ 

２ 課題（レポート等） 総合点の 30％ 

３ プレゼンテーション 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

「海外留学」という「大きな挑戦」を充実した学びにするためには、どのような知識、技能、態度が必要な

のか、それぞれの立場から真剣に議論し考えを深めた上で、全員でその課題に取り組みます。これから出発

しようとする者、現在留学中の者、それぞれが互いに学び合い、高め合うことができる、ディスカッション

やグループワークが中心の授業となります。それぞれの経験や知識から、積極的に討論に参加し貢献しよう

とする姿勢が求められ、またそういったスキルを向上しようとする態度も評価の対象となります。 

13．オフィスアワー 初回の講義で受講者に説明をする 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
① 受講するにあたっての留意点 

② Part1: 日本人の暮らし (pp. 11-14) 

事前学習 

シラバスをよく理解する事 

Part1: 日本人の暮らし(p.11～14)を予習し

てくること 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 

① Chapter 2: 住宅 

② Chapter 3: 教育 

③ 「日本の教育水準」 

事前学習 Chapter 2～3 を予習してくること。 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

第３回 
① Chapter 4: 食 

② Chapter 6:社会保障 

事前学習 Chapter 4 と 6 を予習してくること 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

第４回 

① Chapter 7:仕事 

② Chapter 8: 結婚 

③ 「日本人の勤勉さ」 

事前学習 Chapter 7～8 を予習してくること 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

第５回 

Part 2 

① Chapter 1: 日本語 

② Chapter 2: 芸能・芸術 

③ 「世界の日本ブランド」 

事前学習 Part 2 Chapter 1～2 を予習してくること 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

第６回 
① Chapter 3: 娯楽 

② Chapter 4: スポーツ 

事前学習 Chapter 3～4 を予習してくること 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

第７回 

① Chapter 5: お祭り 

② Chapter 6: 年中行事 

③ 「海外での日本人の強みと弱み」 

事前学習 Chapter 5～6 を予習してくること 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

第８回 
① Chapter 9: 精神 

② Part 3 Chapter 1: 地形 

事前学習 
Part 2 Chapter 9 と Part 3 Chapter 1 を

予習してくること 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

第９回 

① Chapter 2: 人口 

② Chapter 4: 政府 

③ Chapter 5: シンボル 

事前学習 Chapter 2,4,5 を予習してくること 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 



 

 

第１０回 

① Chapter 6: 歴史 

② Chapter 7: 天皇 

③ Chapter 9: 経済 

④ 「戦前と戦後の日本再建」 

事前学習 Chapter 6,7,9 を予習してくること 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

第１１回 

① Chapter 10: 交通 

② Chapter 11: 環境問題 

③ Chapter 12: 社会問題 

④ 「日本の社会問題」 

事前学習 Chapter 10～12 を予習してくること 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

第１２回 
① 日本の世界遺産 

② 日本の歴史年表 

事前学習 日本の世界遺産について調べてくる 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

第１３回 
プレゼンテーションの準備② 

プレゼンテーションの基本５項目 

事前学習 
グループでしっかりとプレゼンテーション

の順と役割分担をするする事 

事後学習 講義内で学んだことをまとめる事。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第１回～第 4 回の講義およびディスカッションを踏まえて、「海外留学を成功させるための知識態度

技能」というテーマでレポートを書く。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度(約 1,000字以上) 

実施時期：第４回の授業後に実施する 

提出期限：第５回の授業開始までに提出する。 

事後学習：返却されたレポート、フィードバック、意見交換を基に、学んだことをノートにまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：第５回～第 1２回の講義およびディスカッションを踏まえて、「自国文化・海外事情・時事問題の中か

らテーマを選び、説得力のある持論を展開せよ」というテーマでレポートを書く。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度(約 1,000字以上) 

実施時期：第１２回の授業後に実施する 

提出期限：第１３回の授業開始までに提出する。 

事後学習：最終授業での発表および意見交換を基に、学んだことをノートにまとめ、最終レポートに活用する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
会計学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1351 

２．授業担当教員 松尾 仁 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
会計学および経営学関連科目を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

簿記や会計学は、数学的で技術的な側面が強く、苦手意識を持つ学生も少なくない。そこで、この講座では、

会計を素材としたビジネス書や小説を題材に、数字に頼ることなく会計的思考法を学習することを試みる。

会計的思考は簿記上の仕訳を前提とするものではなく、ビジネスを行うすべての人に必要な思考法であり、

数字はその根拠を示すものとして用いられているに過ぎない。この講座を通じて、数字への苦手意識を持つ

ことなく、会計的思考法を会得してもらいたい。 

８．学習目標 

１．会計に興味を持つことができる。 

２．会計的思考法を理解できるようになる。 

３．数字を根拠に経営を考えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容と関連したレポートを課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

朴大栄・小澤義昭・山田伊知郎『新版 まなびの入門会計学（第 3版）』中央経済社、2018年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．会計的思考法で考えることができるか。 

２．会計上、問題となることが何か、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

主体的に授業に参加し、会計学の基礎的な理論と現状を学び、会計のさまざまな問題について漠然とではな

く論理的に考える力を身につけるよう心掛けていただきたい。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス/会計の意義 
事前学習 

教科書を準備し、会計学について考えてく

る。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第２回 会計制度の仕組み 
事前学習 教科書の第 2 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第３回 複式簿記の仕組み 
事前学習 教科書の第 3 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第４回 財務諸表 
事前学習 教科書の第 4 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第５回 流動資産 
事前学習 教科書の第 5 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第６回 固定資産 
事前学習 教科書の第 6 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第７回 純資産と負債 
事前学習 教科書の第 7 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第８回 収益と費用 
事前学習 教科書の第 8 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第９回 キャッシュフロー 
事前学習 教科書の第 9 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１０回 財務状態 
事前学習 教科書の第 10 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１１回 収益性 
事前学習 教科書の第 11 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１２回 原価構造 
事前学習 教科書の第 12 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 



 

 

第１３回 経営管理への役立ち 
事前学習 教科書の第 13 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回～第 2 回の講義内容を踏まえて、教科書の第 1 章を読み、「会計の役割」についてレポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 2 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 3 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 5 回の授業終了後に行う。 

引き続き質問がある場合は適宜指導する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 3 回～第 8 回の講義内容を踏まえて、教科書の第 14 章を読み、「会計と職業」についてレポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11 回の授業終了後に行う。 

引き続き質問がある場合は適宜指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
外国語（2 単位） 

３．科目番号 
EDEL2322 

SSMP3646 
２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

2020 年度に新学習指導要領が全面実施となるのに伴い、小学校では外国語活動（中学年）と外国語（高学年）

が新たに加わることとなる。本講義では、小学校における外国語活動・外国語科の授業実践に必要な実践的

な英語運用力と英語に関する背景的な知識を身に付けることを目標とする。場面に応じた教室英語の使用を

始めとした、授業を実践する上で必要な英語力（聞く・話す・読む・書く）とそれを支える背景知識（英語の

音声、語彙、文構造や異文化理解）を培っていく。また、授業実践に必要な４技能は、関連した背景知識（音

声、文字等）が授業内で扱われる際に実践の機会を併せて設けることで養っていくようにする。 

８．学習目標 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができる。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な

背景的な知識を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て丁寧に予習と復習を行うこと。 

レポート課題： 

1．「第二言語習得理論」の英語教育への応用に関するレポート 

2．「英語の語彙」に関するレポート                  

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

酒井英樹・滝沢雄一・亘理陽一『小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ－小学校外国語
科内容論』三省堂。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができたか。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な
背景的な知識を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

・受講にあたっては、事前学習と事後学習を丁寧に行い、授業中は、受講者全員を思いやり、授業に集中し、 

多くの知識・技能を習得してください。 

・ 外国語活動・外国語科の授業を行う上で必要な実践的な英語力を身に付けるための活動を毎時間行うの

で、しっかり準備し、授業に臨んでください。  

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
第 1 章 コミュニケーション能力 

事前学習 
教科書第 1 章を読み、外国語教育におけるコ
ミュニケーション能力の扱いを把握する。 

事後学習 

外国語教育におけるコミュニケーション能

力について再度教科書の該当部分を熟読す

る。 

第２回 第 2 章 第二言語習得理論 

事前学習 
教科書第 2 章を読み、第二言語習得理論に関

する基本的な事柄を把握する。 

事後学習 
第二言語習得に関する基本的な事柄につい

て再度教科書の該当部分を熟読する。 

第３回 第 3 章 英語の音声：音素・母音・子音 

事前学習 

教科書第 3 章を読み、英語の音声、特に、音

素・母音・子音に関する基本的な事柄につい

て把握する。 

事後学習 
音素・母音・子音に関する基本的な事柄につ

いて再度教科書の該当部分を熟読する。 

第４回 第３章 英語の音声：プロソディー・音変化 

事前学習 
英語の音声、特に、プロソディー・音変化に

関する基本的な事柄について把握する。                

事後学習 
プロソディー・音変化に関する基本的な事柄

について再度教科書の該当部分を熟読する。 

第５回 第 4 章 英語の文字   

事前学習 
教科書第 4 章を読み、英語の文字に関する基

本的な事柄について把握する                 

事後学習 
英語の文字に関する基本的な事柄について

再度教科書の該当部分を熟読する。                 



 

 

第６回 第 6 章 英語の書き方 

事前学習 
教科書第 6 章を読み、英語の書き方について

把握する。 

事後学習 
英語の書き方について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第７回 第 8 章 英語の語彙 

事前学習 
教科書第 8 章を読み、英語の語彙に関する基

本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語の語彙に関する基本的な事柄について

再度教科書の該当部分を熟読する。 

第８回 英語の文法：文・文の構造 

事前学習 

印刷教材を読み、英語の文法、特に文と文の

構造に関する基本的な事柄について把握す

る。 

事後学習 
英語の文と文の構造に関する基本的な事柄

について理解を深める。 

第９回 英語の文法：文法の指導             

事前学習 
印刷教材を読み、英語の文法の指導に関する

基本的な事項について把握する。 

事後学習 
英語の文法指導の基本的な事項について理

解を深める。            

第１０回 第 10 章 相互作用の中で生じる発話の意味と働き      

事前学習 
教科書第 10 章を読み、コミュニケーション

における働きについて把握する。                  

事後学習 
コミュニケーションにおける働きについて

再度教科書の該当部分を熟読する。                                     

第１１回 第 13 章 絵本を選ぶ視点 

事前学習 
教科書第 13 章を読み、絵本を選ぶ視点につ
いて把握する 

事後学習 
絵本を選ぶ視点について再度教科書の該当

部分を熟読する。 

第１２回 第 15 章 異文化理解 

事前学習 
教科書第 15 章を読み、異文化理解について
把握する。 

事後学習 
異文化理解について再度教科書の該当部分

を熟読する。 

第１３回 
総まとめ：13 回の授業の重要事項の確認 質疑応答 
授業評価 

事前学習 
既習事項について整理しておき、疑問点があ
れば質問を準備しておく。 

事後学習 既習事項を総復習して、試験に備える。 

課題研究 

1 

研究課題テーマ：『日本語のローマ字表記である訓令式とヘボン式の違い及び日本の英語学習における位置づけについ

て』というテーマで、レポートを作成しなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度）、横書き   参考文献：教科書第 7 章 

実施時期：第 5 回目授業終了後 

提出期限：第 7 回目の授業開始時に提出 

事後学習：第９回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添削され

たレポートとコメントをよく読んで、自らのレポートの良い点と改善点をまとめておき、今後のレポート執筆に活かす

よう心がける。 

課題研究 

2 

研究課題テーマ：『現代社会における英語の役割』というテーマで、レポートを作成しなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度）、横書き   参考文献：教科書第 11 章 

実施時期：第９回授業終了後 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出。 

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

れたレポートとコメントをよく読んで、自らのレポートの良い点と改善点をまとめておき、今後のレポート執筆に活か

すよう心がける。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
外国語（2単位） 

３．科目番号 
SJEL1411 

EDEL2322 
２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

2020年度に新学習指導要領が全面実施となるのに伴い、小学校では外国語活動（中学年）と外国語（高学年）

が新たに加わることとなる。本講義では、小学校における外国語活動・外国語科の授業実践に必要な実践的

な英語運用力と英語に関する背景的な知識を身に付けることを目標とする。場面に応じた教室英語の使用を

始めとした、授業を実践する上で必要な英語力（聞く・話す・読む・書く）とそれを支える背景知識（英語の

音声、語彙、文構造や異文化理解）を培っていく。また、授業実践に必要な４技能は、関連した背景知識（音

声、文字等）が授業内で扱われる際に実践の機会を併せて設けることで養っていくようにする。 

８．学習目標 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができる。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な

背景的な知識を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て丁寧に予習と復習を行うこと。 

レポート課題： 

1．「第二言語習得理論」の英語教育への応用に関するレポート 

2．「小学校英語教育」に関するレポート                    

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

小川隆夫・東仁美『小学校英語はじめる教科書 外国語科・外国語活動指導者養成のために－コア・カリキ
ュラムに沿って－』mpi松香フォニックス。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができたか。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な
背景的な知識を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

・受講にあたっては、事前学習と事後学習を丁寧に行い、授業中は、受講者全員を思いやり、授業に集中し、 

多くの知識・技能を習得してください。 

・ 外国語活動・外国語科の授業を行う上で必要な実践的な英語力を身に付けるための活動を行うので、積極

的に授業に臨んでください。  

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。           

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、 
Unit 1 小学校英語教育の変遷 

事前学習 教科書 Unit 1を読み、小学校英語の変遷を把握する。 

事後学習 
小学校英語の変遷について再度教科書の該当部分を熟
読する。 

第２回 
Unit 2 英語の音声 
Unit 3 発音と綴りの関係 
●課題研究１提出 

事前学習 
教科書 Unit 2、3 を読み、英語の音声に関する基本的

な事柄を把握する。 

事後学習 
英語の音声に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第３回 Unit 4 英語の文構造・文法 

事前学習 
教科書 Unit 4を読み、英語の文構造・文法に関する基

本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語の文構造・文法に関する事柄について再度教科書

の該当部分を熟読する。 

第４回 Unit 5 英語の語彙 

事前学習 
教科書 Unit 5を読み、英語の語彙に関する基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
英語の語彙に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第５回 Unit 6 第二言語習得に関する基本的な知識 

事前学習 
教科書 Unit 6を読み、第二言語習得に関する基本的な

知識ついて把握する。 

事後学習 
第二言語習得に関する基本的な知識について再度教科

書の該当部分を熟読する。 



 

 

第６回 
Unit 7 児童文学（絵本） 
レポート課題１提出 

事前学習 
教科書 Unit 7を読み、児童文学（絵本）の基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
児童文学の絵本について再度教科書の該当部分を熟読

する。 

第７回 
Unit 8 児童文学（子ども向けの歌や詩） 
 

事前学習 
教科書 Unit 8を読み、子ども向けの歌や詩に関する基

本的な事柄について把握する。 

事後学習 
子ども向けの歌や詩に関する事柄について再度教科書

の該当部分を熟読する。 

第８回 
Unit 9 異文化理解 
●課題研究 2提出 
 

事前学習 
教科書 Unit 9を読み、異文化理解に関する基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
異文化理解に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第９回 
Unit 11 英語コミュニケーション（聞くこと） 
 

事前学習 
教科書 Unit 11 を読み、英語コミュニケーションの聞

くことについて基本的な事柄を把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの聞くことについて再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第１０回 Unit 12 英語コミュニケーション（読むこと） 

事前学習 
教科書 Unit 12 を読み、英語コミュニケーションの読

むことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの読むことについて再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第１１回 
Unit 13 英語コミュニケーション（話すこと） 
レポート課題 2提出 
 

事前学習 
教科書 Uni13を読み、英語コミュニケーションの話す

ことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの話すことについて再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第１２回 
Unit 10 英語の書き方、 
Unit 14 英語コミュニケーション（書くこと） 

事前学習 
教科書 Unit10と 14を読み、英語コミュニケーション
の書くことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの書くことについて再度教科
書の該当部分を熟読する。 

第１３回 
Unit 15 英語コミュニケーション（領域統合
型の言語活動） 
復習テスト 

事前学習 
教科書 Unit 15 を読み、英語コミュニケーション（領
域統合型の言語活動）に関する基本的な事柄について
把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーション（領域統合型の言語活動）につ
いて再度教科書の該当部分を熟読する。 

課題研究

1 

レポート課題：「小学校外国語の意義について」まとめる 
  テキスト第二部 Unit1「小学校教育の変遷」を学習した後に、小学校中学年についてテスト第三部 Unit 4「外国語 

（英語）活動のねらいと活動のあり方」（pp. 146-149）と小学校高学年について第一部 Unit 1「学習指導要領に見 
る外国語活動と外国語」（pp. 10-13）を読み、小学校中学年ではどのような外国語活動の学びがあるのか、そして 
高学年ではどのような外国語の学びがあるのか、違いは何かを中学年と高学年に分けてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,300字程度） 
実施時期：第 1回目の授業後に実施する。 
提出期限：第 2回目の授業開始時に提出する。 
事後学習：提出後添削指導、質疑応答を行う。質問がある場合には、その後も随時受付適宜指導する。 

レポート作成と添削指導、質疑応答を通し、学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

レポート課題：「小学校の授業に必要な発達心理学の基礎、及び児童の認知・情緒発達の大事な点」をレポートにまとめ 
る。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,500字程度） 
実施時期：第 8回授業終了時後に実施する。 
提出期限：第 9回授業開始時に提出する。 
事後学習：提出後、添削して返却するので、間違った解釈をしている部分はないか確認すること。 

小学校で外国語（英語）を行う意義を再度確認し、授業を行う上で大切な点をまとめておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
解剖生理学Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2321 

２．授業担当教員 宮下 俊雄／中倉 敬 

４．授業形態 講義、ディスカッション、質疑応答、課題発表。簡単な実験も行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
医学概論/人体の構造と機能及び疾病に関係します 

７．講義概要 

約 60兆個の様々なタイプの細胞から構成される人間の身体を全体からみて、その構造（解剖）と機能（生

理）をうまく関連して考える思考過程を学び、解剖生理学の基本的知識を習得する。 

具体的には、表面に現れた各種症状の背景となる、「人体の中で何が起こっているのか」、「次に何が起こる

のか」、「どう対処すればよいのか」、「予防するにはどうすればよいのか」と考えることができるよう、基礎

知識の習得を目標とする。 

８．学習目標 

以下について学び、説明できるようになることを学習目標とする。 

１．人体各部の名称とその位置を表す方向用語、および人体構造の構築（細胞→組織→器官→器官系→個体）

について理解できるようになる。 

２．筋系、骨格系の機能と神経支配について理解できるようになる。 

３．皮膚と体性感覚、頭部と特殊感覚について理解できるようになる。 

４．循環器系、呼吸器系、消化器系、泌尿器系、生殖器系、内分泌系、神経系の機能について理解できるよう

になる。 

５．体液（細胞内液、細胞外液、血液、リンパ液）、体温とホメオスタシスについて理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：人体の代表的器官をスケッチして各名称を入れる。 

レポート課題：次の4つの器官系について、その構造や機能、よく知られる外傷や疾病についてまとめる。 

(1)骨格系、(2)循環器系、(3)呼吸器系、(4)中枢神経系。それぞれレポート用紙に1～2枚程度。図やイラス

トを含めてもよい。参考文献を記すこと。 

＜ポイント＞ 

学修した器官の機能や構造について簡潔にまとめる。さらにそれらの器官でよく知られる病気、また外傷や

怪我などにより受ける影響を、自己学習しまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】澤口彰子他（著）『人体のしくみとはたらき』朝倉書店。2015 

【参考書】高橋長雄（監修）『からだの地図帳』講談社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 人間の身体を全体から見て、その構造（解剖学）と機能（生理学）を上手く関連付けて理解しているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加度（授業態度、発言など） 40％ 

 ２．課題レポート、発表             40％ 

 ３．期末試験                  20％ 

上記のほかに、本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位習得の条件であることも考慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．レポートは、簡潔かつ要点を掘り下げたものを求めます。 

３．解りやすい口頭発表の仕方を覚えてください。 

４．疑問点は後に残さず、講義時間内および直後に質問してください。 

５．予習・復習を十分行ってください。 

６．関連図書をたくさん読んでください。 

７．授業時間の開始は厳守します。 

８．授業時間中に携帯電話・スマートフォンを使用することは禁止します。 

13．オフィスアワー 講義時間の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 人体の基本構造、細胞と組織 

事前学習 教科書 pp.2～15を読んでおく。 

事後学習 
細胞から個体までの階層的な人体の構造に

ついてまとめる。 

第２回 骨格系の構造と機能 I 骨の名称 
事前学習 教科書 pp.16～29を読んでおく。 

事後学習 各部位の骨の名称をまとめる。 

第３回 骨格系の構造と機能 II 骨の構造と動き 
事前学習 教科書 pp.16～29を読んでおく。 

事後学習 骨の構造と成長、関節の仕組みをまとめる。 

第４回 筋系の構造と機能 

事前学習 教科書 pp.30～39を読んでおく。 

事後学習 
それぞれの筋の名称、起始停止、支配神経、

作用をまとめる。 

第５回 循環器系の構造と機能 

事前学習 教科書 pp.40～49を読んでおく。 

事後学習 
心臓及び血管（動脈系、静脈系）の構造、胎

児循環についてまとめる。 

第６回 体液・血液、体温とその調節（ホメオスタシス） 

事前学習 教科書 pp.50～55、142～147を読んでおく。 

事後学習 
体液・血液および恒常性（ホメオスタシス）

維持の機構についてまとめる。 

第７回 消化器系の構造と機能 I  消化管 
事前学習 教科書 pp.56～67を読んでおく。 

事後学習 消化器系器官の構造についてまとめる。 



 

 

第８回 消化器系の構造と機能 II  肝臓・胆嚢・膵臓 
事前学習 教科書 pp.68～71を読んでおく。 

事後学習 消化器系器官の構造についてまとめる。 

第９回 呼吸器系の構造と機能  

事前学習 教科書 pp.72～79を読んでおく。 

事後学習 
鼻腔から肺までの呼吸器系器官を体系的に

まとめる。 

第１０回 泌尿器系、生殖器系の構造と機能 

事前学習 教科書 pp.80～93を読んでおく。 

事後学習 
泌尿器系、生殖器系器官の構造と部位につい

てまとめる。 

第１１回 内分泌系の構造と機能 
事前学習 教科書 pp.94～105を読んでおく。 

事後学習 代表的な内分泌器官についてまとめる。 

第１２回 中枢神経系の構造と機能 
事前学習 教科書 pp.106～121を読んでおく。 

事後学習 中枢神経系の構造についてまとめる。 

第１３回 末梢神経系の構造と機能 
事前学習 教科書 pp.122～131を読んでおく。 

事後学習 末梢神経系の構造についてまとめる。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：外皮、感覚器の構造と機能 

実施時期：7月 11日（土）3限（予定） 

事前学習：教科書 pp.106～121を読んでおく。 

事後学習：体性感覚と特殊感覚に関する器官の構造をまとめる。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：発表・討論・まとめ 

実施時期：7月 11日（土）4限（予定） 

事前学習：事前に提示された課題レポートについてまとめる。口頭発表の準備。 

事後学習：解剖生理学全般について質疑・応答の内容を含めてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
カウンセリング演習 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP3333 

SCMP3333 

SBMP3333 

EDPS3306 
２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）、演習（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ）、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「カウンセリングの基礎」の単位を履修していることが望ましい（この科目は、心理学部であれば「カウ

ンセリングの基礎」を発展させていくものですが、社会福祉学部や教育学部の学生は、ソーシャルワークや

教育相談などで学習したものと関連します。）。 

７．講義概要 

カウンセリングの理論は、医療・教育・福祉の現場でも幅広く活用・実践されている。カウンセリングと

は、何らかの援助を求める人（クライエント）に対して、自己理解、環境理解と行動変容（レポートが遅れ

がちな人が日時を守る、悩みが解消する、性格が明るくなる、など）を通して人をエンパワーすることを目

的として、言語的・非言語的なコミュニケーションを道具として援助しようとする人間関係でありプロセス

である。 

本講義では、カウンセリングの理論と技法の基礎を学びながら、単に頭で知識を学ぶのではなく、ロール

プレイを通して、自分のコミュニケーションのあり方を振り返り、社会生活で健全な人間関係を形成すると

ともに問題を解決する能力を育てる。 

８．学習目標 

１．カウンセリングが具体的にどのような環境・方法で、どんな人達を対象に行われ役立っているのかを理

解する。 

２．カウンセリングの基本的な態度・技法を習得し、実践できるようにする。 

３．さまざまなケースを通してクライエント理解を深め、対応のポイントを理解し、実践できるようにする。 

４．社会生活で、人の生き方を尊重した支援ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 

自身で、授業内で扱ったカウンセリングの諸問題のうち、関心のあるテーマを選び、まとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書： なし 

参考書：福山清蔵『実践カウンセリングワークブック』日本・精神技術研究所、1992年 

    福山清蔵『入門カウンセリングワークブック』日本・精神技術研究所、1986年 

長尾博『やさしく学ぶカウンセリング 26のレッスン』金子書房、2008年 

教材：A４の資料を配布しますので、A4サイズの 2穴ファイルを用意してください 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．現代社会がクライエントの悩みの解決だけでなく、なぜ多くの人々がカウンセリング学習を求めるのか、

その背景や理由が理解できる。 

２．カウンセリングの基礎的な理論や技法である精神分析・来談者中心療法・行動療法を復習した上に、現

在の主要な理論となっている認知行動療法（論理療法）を含めたさまざまなカウンセリング理論と技法

が理解できる。 

３. 受講生がグループ発表を通して、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を高められる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

授業への参加(出席、態度、発言) 50％ 

レポート・発表・確認テスト 50％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業のみでカウンセリングができるようになるわけではありませんが、授業の中で触れるさまざまなカ

ウンセリングの流派の人間観や人間理解の方法論を知ることによって、自分自身の人間理解の視野が広がる

ことを期待しています。 

初回の授業で授業の進め方や教材についての説明を行いますので必ず出席しましょう。 

ロールプレイやグループでの発表などもあります。授業での発言、積極的な参加が重要です。 

13．オフィスアワー 
初回の講義でアナウンスします。 

研究室：7号館別館 739号室 連絡先：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

授業の進め方、カウンセリングとは何か 

事前学習 シラバスを読み、授業内容を把握しておく 

事後学習 授業の進め方を確認し、教材をそろえる 

第２回 話を「聴く」 
事前学習 事前配布の資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第３回 精神分析 心の構造 
事前学習 精神分析の理論に関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第４回 精神分析 共感・防衛機制・転移 
事前学習 精神分析の主要概念の資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第５回 来談者中心療法 心の理論／ビデオ視聴 
事前学習 自己理論に関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第６回 来談者中心療法 セラピストの態度 
事前学習 セラピストの態度に関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第７回 認知行動療法 クライエント理解の理論 
事前学習 認知行動療法に関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第８回 認知行動療法 演習 事前学習 授業内の宿題をしてくる 



 

 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第９回 カウンセリングの流れ 
事前学習 事前資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第１０回 カウンセリングと時間・枠組み 
事前学習 

カウンセリングの枠組みに関する資料を読ん

でくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第１１回 傾聴① 共感 
事前学習 共感に関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第１２回 傾聴② 練習問題 
事前学習 例題を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第１３回 傾聴③ 明確化 
事前学習 明確化に関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第１４回 傾聴④ 練習問題 
事前学習 例題を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第１５回 傾聴⑤ 話を展開する・質問 
事前学習 質問に関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第１６回 傾聴⑥ 練習問題 
事前学習 例題を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第１７回 傾聴⑦ 沈黙・支持 
事前学習 沈黙・支持に関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第１８回 傾聴⑧ ロールプレイ 
事前学習 仮想事例を読み、理解してくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第１９回 見立て① 事例１問題把握 
事前学習 見立てに関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第２０回 見立て② 事例１治療目標と関わり方 
事前学習 事１について考えをまとめてくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第２１回 見立て③ 事例２問題把握 
事前学習 事例２を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第２２回 見立て④ 事例２治療目標と関わり方 
事前学習 メール相談に関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

第２３回 研究発表①②と討議 

事前学習 発表の準備 

事後学習 
発表を聞いての疑問のまとめ 

資料やノートなどの復習 

第２４回 研究発表③④と討議 

事前学習 発表の準備 

事後学習 
発表を聞いての疑問のまとめ 

資料やノートなどの復習 

第２５回 自分を知る① 質問紙 

事前学習 質問紙に関する資料を読んでくる 

事後学習 
発表を聞いての疑問のまとめ 

資料やノートなどの復習 

第２６回 自分を知る② 投影法 
事前学習 投影法に関する資料を読んでくる 

事後学習 資料やノートなどの復習 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１ 回～第 １０ 回の講義内容を踏まえて、「カウンセリングの歴史と課題および、これからのカウ
ンセラーに必要な資質とは何か」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 １０回の授業後に実施する。提出期限：第 １１回の授
業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１４回授業終了後に教室で行う。 添削内容等につ
いて引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と添削指

導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第９回～第１８回の講義内容を踏まえて、「カウンセリングが行き詰まる時はどういう理由が考えら
れるか。また停滞を打破するにはどうしたらいいか」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 １８回の授業後に実施する。 提出期限：第 １９ 回の

授業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 ２２ 回授業終了後に教室で行う。 添削内容等
について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と添
削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第 １１回～第 ２２ 回の講義内容を踏まえて、「自分がカウンセラーになるとして、自分自身の課題
は何だと思うか。またそれを克服して、よりよい聴き手、援助者になるには、これから生きていく中でどういったこと

を行う、もしくは留意していくべきだと考えるか」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 ２２ 回の授業後に実施する。 提出期限：第 ２３ 回
の授業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 ２６ 回授業終了後に教室で行う。 添削内容

等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と
添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第２５回～第 ２６ 回の講義内容を踏まえて、「自身の性格アセスメントの結果、および心理検査の
課題や限界と自身が考えたところをまとめる。また心理検査の課題や限界をどのように考え扱っていけばよいか」につ

いてレポートにまとめなさい。 

 



 

 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 ２６回の授業後に実施する。 提出期限：第 ２６ 回の
授業終了後１週間以内に提出する。添削指導・質疑応答・意見交換を提出 1 週間後に教室で行う。 添削内容等につい
て引き続き質問がある場合はその後も随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・

意見交換を通し学んだことをまとめる 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 家庭 （2 単位） 

３．科目番号 

EDEL3309 

EDEL2309 

SJEL3423 ２．授業担当教員 臼井 和恵 

４．授業形態 講義、実習など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
出来得る限り、「家庭科指導法」より前に受講していただきたい。 

７．講義概要 

小学校の家庭科の授業を行ううえで必要となる家族・家庭生活、衣生活、食生活、住生活、消費生活・

環境に関する基本的事項について解説するとともに実習などを行い、専門的な知識および技能を身に付け
ることを目的とし授業を展開する。また、新学習指導要領（平成 29年告示）への移行期を踏まえて、小学
校家庭科の基本方針と内容構成についても解説する。 

８．学習目標 

１.小学校家庭科の授業を担当するための必要な家政学・生活科学全般の基本的知識および技能を身に付
ける。 

２.家庭科の学習が社会生活に大きく関わっていることを知り、社会変化に対応できる総合的姿勢を身に

付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

小学校家庭科で教える内容を理解していなければ教えることはできない。そのためにも教科書の関連部分

と学習指導要領を読むことを授業の事前学習とする。事後学習のレポート課題については授業中に詳しく
説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】検定教科書『わたしたちの家庭科 5・6 』開隆堂 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．家政学・生活科学全般の基本的知識および技能が身についたか。 

 ２．家庭科の学びの広さが具体的にわかり、自らの生活をみつめ改善を図ることができるか。 

○評定の方法 

 ・授業態度 ３０％ 

 ・提出物（小テスト、実技作品、課題等を含む） ７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．家政・調理実習室使用時は使用のルールを必ず守ること。 

２．調理実習時には清潔を保ち、エプロンか白衣、三角巾やバンダナを持参し着用すること。 
３．毎時間、教科書は必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション  
講義を進めるにあたっての諸説明、 

生活の営みに係る見方・考え方についてなど 

事前学習 各自が受けてきた家庭科教育を整理しておく。 

事後学習 授業に関するレポート作成。 

第２回 家庭科の教科目標・内容と歴史、学問としての家政学 
事前学習 

教科書の目次と学習指導要領の家庭科の目標

を読む。 

事後学習 小学校家庭科の意義とねらいをまとめる。 

第３回 家族・家庭生活領域 
事前学習 該当する教科書・学習指導要領を読む。 

事後学習 授業に関するレポート作成。 

第４回 食生活領域 （１）食事の役割 
事前学習 該当する教科書・学習指導要領を読む。 

事後学習 食生活に関するレポート作成。 

第５回 食生活領域 （２）食事と栄養 
事前学習 該当する教科書・学習指導要領を読む。 

事後学習 栄養学の基礎に関するレポート作成。 

第 6回 衣生活領域 （１）衣服の働きと着方 
事前学習 該当する教科書・学習指導要領を読む。 

事後学習 衣生活に関するレポート作成。 

第 7回 衣生活領域 （２）衣服の手入れと手縫いの基礎 
事前学習 該当する教科書をよく読む。 

事後学習 手縫いの基礎を復習する。 

第 8回 
衣生活領域 （３）実習 手縫いとミシン縫いによる 

            布製小物の製作 

事前学習 該当する教科書をよく読む。 

事後学習 完成作品に関するレポート作成。 

第 9回 住生活領域 快適な住まい方と環境 
事前学習 該当する教科書・学習指導要領を読む。 

事後学習 住生活に関するレポート作成。 

第 10回 総合領域 消費生活・消費者問題の視点 
事前学習 該当する教科書・学習指導要領を読む。 

事後学習 身近な消費者問題に関するレポート作成。 

第 11回 総合領域 環境に配慮した家庭生活 
事前学習 該当する教科書・学習指導要領を読む。 

事後学習 環境教育に関するレポート作成。 

第 12回 家庭科と他教科 総合的な学習の時間などとの関連 

事前学習 該当する学習指導要領解説を読む。 

事後学習 
家庭科と他教科との関連を示す具体例に関す

るレポート作成。 

第 13回 学習のまとめ 
事前学習 基本的知識の復習。 

事後学習 まとめレポートの作成。 

  



 

 

 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 4・５回の講義内容を踏まえて、「ゆでる調理」を自宅で行い、レポートにまとめなさい。 
レポート形式：Ａ4 用紙 1 枚以上（イラスト・写真歓迎） 

実施時期：5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第８回の授業時までに提出する。質問は随時受付け。 

事後学習：展示したレポートの感想を述べあい、まとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 4・５回の講義内容を踏まえて、「いためる調理」を自宅で行い、レポートにまとめなさい。 
レポート形式：Ａ4 用紙 1 枚以上（イラスト・写真歓迎） 

実施時期：5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業時までに提出する。質問は随時受付け。 

事後学習：展示したレポートの感想を述べあい、まとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） カリキュラム論／保育・教育課程論 （2単位） 
３．科目番号 

SJMP3134 

SJMP3109 
２．授業担当教員 戸次 佳子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育所保育、幼稚園教育の目的と方法の基本を確認し、保育課程・教育課程の意義を示し、その編成の仕方

を実際の子どもの発達、生活に照らしながら理解するようにする。保育は子どもの自発的な興味関心や個人
差に応じて実践することを踏まえ、保育・教育課程と指導計画との質的差異を理解し、保育者の教育的意図
を子どもの主体的な生活の中にどう反映したらよいかが具体的に分るように、実例によって示す。さらに、

実践においては子どもの実態に対応しながら計画の修正をどのようにするか、一日の保育の評価反省をどう
するかを扱いながら、保育における計画性と偶発性の双方の意味の理解を深める。ボトムアップによる計画
作成の方法を長期指導計画と短期指導計画との関連から理解するようにする。以上を通して、保育所保育指

針、幼稚園教育要領等に示されている保育課程・教育課程、指導計画の考え方を正しく理解し、実践に結び
つける力を養う。  

８．学習目標 

１．カリキュラムについての基礎的理解ができるようになる。 
２．保育における計画―実践―評価（反省）の関係を理解できるようになる。 
３．保育課程、教育課程と指導計画との関係、および長期指導計画と短期指導計画の関係を理解し、実践に

結びつけることが出来るようになる。 
４．長期指導計画、短期指導計画の立て方が分かり、一日の指導計画を作成する。 
５．保育実践の反省の仕方がわかり、計画の修正への過程を理解できるようになる。 
６．子どもの発達の把握と指導要録、保育児童要録の意義と書き方を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の授業内容を復習しておくこと。 

レポート課題は，授業の中で指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
池田幸代・田中謙編著『マネジメントする保育・教育カリキュラム』教育情報出版 
【参考書】 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
関口はつ江編著『保育の基本を培う保育原理』萌文書林。 

幼稚園教育要領、幼稚園教育要領解（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 

（平成 29 年 3 月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
１保育、教育課程の目的内容及び、保育計画、指導計画の必要性を理解する。 
２長期の指導計画、短期の指導計画の作成法と両者の関係を理解する。 
３保育所、幼稚園の園行事や日常の指導計画の手続きを理解することができる。 
４実際に短期指導計画を作成できる。 

○評定の方法 

授業への参加度３０％、小レポート・中間課題３０％、期末レポート課題４０％として総合的に判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

平成 29年に改定された幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領では，カリキュラム・マネ

ジメントの重要性が示されました。この授業を通して，カリキュラムについての考え方と具体的な実践につ

いて，しっかり学んでください。幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領を必ず携帯して

下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 保育・教育におけるカリキュラムの必要性 
事前学習 

保育所保育指針・幼稚園教育要領における教育課程の
考え方復習 

事後学習 子どもの生活とカリキュラムの関係の確認 

第２回 
保育所保育指針・幼稚園教育要領の変遷と保
育・教育課程 

事前学習 
多様なカリキュラムの考え方があることについて資料
で予習 

事後学習 教育要領、保育指針と教育課程意との関連を理解する 

第３回 
子どもの発達過程、興味関心や経験、家庭環
境等と教育的系統性の総合的把握 

事前学習 小学校教育と幼児期の保育との異同の理解 

事後学習 教育の系統性と生活性の確認 

第４回 
保育内容と保育・教育課程、保育・教育課程
の編成の仕方 

事前学習 「保育内容」と教科の違いについての予習 

事後学習 保育・教育課程の作成形式と内容の復習（事例の考察） 

第５回 
保育・教育課程から長期指導計画の作成（年
間計画と月案） 

事前学習 事例から長期指導計画例の目的内容の予習 

事後学習 
保育・教育課程と長期指導計画との違い、計画の実行
性を確認 

第６回 長期指導計画から短期指導計画の作成（週案） 
事前学習 事例から短期指導計画の目的内容を確認する 

事後学習 
長期と短期の指導計画の違いの復習。短期計画の具体
性を理解 

第７回 短期指導計画の展開（週案から日案へ） 
事前学習 週案の例から週案の目的内容の予習 

事後学習 
週案から日案作成法の復習。子どもの実態に即するこ
とを確認 

第８回 計画と実践との関係（月の保育の例を通して） 
事前学習 行事を例にして長期計画と実践の関係について予習 

事後学習 計画の修正の仕方を確認 

第９回 計画と実践との関係（1日の保育を通して） 
事前学習 短期計画と実践の関係を遊びの事例で予習 

事後学習 週案から日案作成（課題） 



 

 

第１０回 
保育の評価・反省の仕方 
（子どもの経験から、保育の目標から、保育
者の指導法等から） 

事前学習 保育の評価・反省のしかたについて教科書で予習 

事後学習 事例からの反省（課題） 

第１１回 
カリキュラムの振り返りと幼児指導要録、保
育所児童保育要録の意義と書き方 

事前学習 指導要録、児童保育要録の目的内容形式の確認 

事後学習 指導要領の書き方の事例評価 

第１２回 
カリキュラムの基本に基づいて、事例または
課題による指導案作成例の発表・討論 

事前学習 指導案作成 

事後学習 指導案修正 

第１３回 教材別保育展開事例研究 
事前学習 同一教材の年齢別活動例の学習 

事後学習 活動事例についての評価 

課題研究 

1 

課題研究テーマ: カリキュラムにおける PDCAサイクル 

第 4回までの講義内容を踏まえて、「カリキュラムにおける PDCAサイクル」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1000字程度) 

実施時期:第 4回の授業後に実施する。 

提出期限:第 5回の授業開始時に提出する。  

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ: 幼少連携の視点からカリキュラムマネジメントを考える 
第 12 回までの講義内容を踏まえて、幼少連携の視点から「カリキュラムマネジメントの重要性」についてレポートに
まとめなさい。 
レポート形式:A4 用紙 1 枚(1000字程度) 
実施時期:第 12回の授業後に実施する。 
提出期限:第 13回の授業開始時に提出する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育カリキュラム論／保育・教育課程論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT3403 

SCOT3403 

SJMP3134 

SJMP3109 
２．授業担当教員 石見 容子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育所保育、幼稚園教育の目的と方法の基本を確認し、保育課程・教育課程の意義を示し、その編成の仕

方を実際の子どもの発達、生活に照らしながら理解するようにする。保育は子どもの自発的な興味関心や
個人差に応じて実践することを踏まえ、保育・教育課程と指導計画との質的差異を理解し、保育者の教育
的意図を子どもの主体的な生活の中にどう反映したらよいかが具体的に分るように、実例によって示す。

さらに、実践においては子どもの実態に対応しながら計画の修正をどのようにするか、一日の保育の評価
反省をどうするかを扱いながら、保育における計画性と偶発性の双方の意味の理解を深める。ボトムアッ
プによる計画作成の方法を長期指導計画と短期指導計画との関連から理解するようにする。以上を通して、

保育所保育指針、幼稚園教育要領等に示されている保育課程・教育課程、指導計画の考え方を正しく理解
し、実践に結びつける力を養う。  

８．学習目標 

１カリキュラムについての基礎的理解ができるようになる。 
２保育における計画―実践―評価（反省）の関係を理解できるようになる。 
３保育課程、教育課程と指導計画との関係、および長期指導計画と短期指導計画の関係を理解し、実践に
結びつけることが出来るようになる。 

４長期指導計画、短期指導計画の立て方が分かり、一日の指導計画を作成する。 
５保育実践の反省の仕方がわかり、計画の修正への過程を理解できるようになる。 
６子どもの発達の把握と指導要録、保育児童要録の意義と書き方を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回の授業内容を復習しておくこと。 

レポート課題は，授業の中で指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
資料配布 
【参考書】 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
関口はつ江編著『保育の基本を培う保育原理』萌文書林。 

幼稚園教育要領、幼稚園教育要領解（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 

（平成 29 年 3 月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 
１保育、教育課程の目的内容及び、保育計画、指導計画の必要性を理解する。 
２長期の指導計画、短期の指導計画の作成法と両者の関係を理解する。 
３保育所、幼稚園の園行事や日常の指導計画の手続きを理解することができる。 
４実際に短期指導計画を作成できる。 

○評定の方法 

授業への参加度３０％、小レポート・中間課題３０％、期末レポート課題４０％として総合的に判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

平成 29年に改定された幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領では，カリキュラム・マ

ネジメントの重要性が示されました。この授業を通して，カリキュラムについての考え方と具体的な実践

について，しっかり学んでください。幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領を必ず携

帯して下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 保育・教育におけるカリキュラムの必要性 

事前学習 
保育所保育指針・幼稚園教育要領におけ
る教育課程の考え方復習 

事後学習 
子どもの生活とカリキュラムの関係の確

認 

第２回 
保育所保育指針・幼稚園教育要領の変遷と保育・教育課
程 

事前学習 
多様なカリキュラムの考え方があること
について資料で予習 

事後学習 
教育要領、保育指針と教育課程意との関

連を理解する 

第３回 
子どもの発達過程、興味関心や経験、家庭環境等と教育
的系統性の総合的把握 

事前学習 
小学校教育と幼児期の保育との異同の理
解 

事後学習 教育の系統性と生活性の確認 

第４回 
保育内容と保育・教育課程、保育・教育課程の編成の仕
方 

事前学習 
「保育内容」と教科の違いについての予
習 

事後学習 
保育・教育課程の作成形式と内容の復習

（事例の考察） 

第５回 
保育・教育課程から長期指導計画の作成（年間計画と月
案） 

事前学習 
事例から長期指導計画例の目的内容の予
習 

事後学習 
保育・教育課程と長期指導計画との違い、

計画の実行性を確認 

  



 

 

第６回 長期指導計画から短期指導計画の作成（週案） 

事前学習 
事例から短期指導計画の目的内容を確認
する 

事後学習 
長期と短期の指導計画の違いの復習。短

期計画の具体性を理解 

第７回 短期指導計画の展開（週案から日案へ） 

事前学習 週案の例から週案の目的内容の予習 

事後学習 
週案から日案作成法の復習。子どもの実

態に即することを確認 

第８回 計画と実践との関係（月の保育の例を通して） 
事前学習 

行事を例にして長期計画と実践の関係に
ついて予習 

事後学習 計画の修正の仕方を確認 

第９回 計画と実践との関係（1日の保育を通して） 
事前学習 

短期計画と実践の関係を遊びの事例で予
習 

事後学習 週案から日案作成（課題） 

第１０回 
保育の評価・反省の仕方 
（子どもの経験から、保育の目標から、保育者の指導法等
から） 

事前学習 
保育の評価・反省のしかたについて教科
書で予習 

事後学習 事例からの反省（課題） 

第１１回 
カリキュラムの振り返りと幼児指導要録、保育所児童保育
要録の意義と書き方 

事前学習 
指導要録、児童保育要録の目的内容形式
の確認 

事後学習 指導要領の書き方の事例評価 

第１２回 
カリキュラムの基本に基づいて、事例または課題による指
導案作成例の発表・討論 

事前学習 指導案作成 

事後学習 指導案修正 

第１３回 

 

まとめ（保育における計画と実践、幼小連携等からのカリ
キュラム・マネジメントの重要性の確認） 

事前学習 
子どもの実態と保育のねらい、目標との
関係についての考え方をまとめる 

事後学習 
保育におけるカリキュラムの意味をまと

める 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：1 日指導計画の作成 I 

レポート形式：A3 サイズ（用紙指定） 

実施時期：第 10 回講義終了後 

提出期限：一週間の後 

事後学習：添削指導後返却。意見交換の時間をとり、改善点などをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：1日指導計画の作成 II 

レポート形式：A3サイズ（用紙指定） 

実施時期：第 13回講義終了後 

提出期限：一週間の後 

事後学習：添削指導後返却。改善点などをまとめる。 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 看護学（救急処置を含む） （4 単位） 

３．科目番号 EDHE3313 

２．授業担当教員 髙橋 登志子 

４．授業形態 
ディスカッション・講義を中心に、グループワーク・発表・実技演

習などで構成する。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、養護教諭を志す学生が、本科目を学ぶことの意味を考えることから取り組んでいく。教師が、

点数ではなく「その児童・生徒」をみるように、看護は病気をみるのではなく生きている「その人」をみる。

また、看護行為は専門性に基づいた意図的な営みであり、意図していなかった意味もある。本科目では、こ

の考え方を基盤に、養護実践に不可欠な看護学的知識や技術を中心に学んでいく。 

 養護教諭は、教諭自らの身を用いて、その児童・生徒が言葉とからだで表現しているサインを状況と共に

意図的に読み取る。そして目の前にいる児童・生徒が、命の危険を伴うのか、休養を要するのか、医療を要

するのかを判断しなければならない。その上で、児童・生徒が生を営んでいくための心身機能に支障を来た

す危険性を最小限にするために、教諭の身を用いて必要な手当てをしなければならない。本科目では、この

ような判断や手当てに必要なフィジカルアセスメント、感染予防、移送、包帯法などの知識や技術と、児童・

生徒によくみられる症状や状態に応じた基本的な対応について学んでいく。 

 また人間は、外界から酸素や食物を取り入れ、エネルギーをつくり出し、活動し、休息し、不要物を外界

へ排泄し、生きている。これらの生理的な働きが生活・人生の基盤となり、これを整えていくことが自己実

現へとつながる。食事・活動・排泄等の生きるための行動に関して、生理的な働きを保つための援助として

のみではなく、よりよく生きるために、生活行動を自立し、自律的な望ましい生活習慣を確立していくため

の、健康教育に必要な基礎知識としても学習する。 

８．学習目標 

１．養護教諭を志す学生自らが、看護学を学ぶことの意味を見出し、記述することができるようになる。 

２．フィジカルアセスメントに関する基礎的な知識と技術を学び、これに基づいた身体機能の評価方法を説

明できるようになる。 

３．感染予防に関する基礎的な知識と技術を学び、「清潔」「不潔」の区別ができるようになる。 

４．食事・排泄・活動・睡眠の意義と自立、および自律的な生活習慣に向けた援助・支援に関する知識を学

び、養護教諭の役割を見出して記述することができる。 

５．保健室の機能を活かす環境づくりに関する知識と技術を学び、実践することができるようになる。 

６．移動・移送・包帯法に関する知識と技術を学び、学生問で実践できるようになる。 

７．児童・生徒によくみられる症状・状態に応じた看護的対応に関して学び、代表的な症状・状態に対する

対応について記述することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１．バイタルサインの正常値と異常な状態についてまとめて、ヘルスアセスメントの関連性を述べてく
ださい。 

課題２．感染経路の遮断の演習からあなたの考えを述べてください。 

課題３．心肺蘇生法・ＡＥＤの使用目的・方法・注意点をまとめてください。 
課題４．第２４回～第２６回から、１題選択しまとめてください。 

    課題の提出方法については授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
藤井 寿美子/山口 昭子/佐藤 紀久榮/采女 智津江【編】 養護教諭のための看護学 四訂版 大修館書店

2018 
東京アカデミー(編集) 教員採用試験対策 ステップアップ問題集 (11) 専門教科 養護教諭 2021年度版 
2019 

【参考書】 

岡田加奈子・遠藤伸子・池添志乃編『養護教諭、看護師、保健師のための学校看護―学校環境と身体的支

援を中心に―』東山書房、2013 

 新版 ここがポイント! 学校救急処置: 基本・実例、子どものなぜに答える 草川 功 全養サ書籍編集委 
員会 2018  そのほか必要に応じて紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．養護教諭を志す学生自らが、看護学を学ぶことの意味を見出し、記述することができているか。 

２．フィジカルアセスメントに関する基礎的な知識と技術を学び、これに基づいた身体機能の評価方法を説

明できているか。 

３．感染予防に関する基礎的な知識と技術を学び、「清潔」「不潔」の区別ができるようになっているか。 

４．保健室の機能を活かす環境つくりに関する知識と技術を学び実践することができるようになったか。 

５．食事、睡眠、運動の意義と自立、および自立的な生活習慣に向けた支援・援助に関する知識を学び、養

護教諭の役割を見出すことができたか。 

６．移動・移送・包帯法に関する知識と技術を学び、学生間で実践できたか。 

７．児童・生徒にみられる症状・状態に応じた学校看護的対応に関して学び、代表的な症状・状態に対する

対応を修得できたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．日常の授業への積極的参加態度（20％） 

２．演習、グループ発表、授業への振り返り（20％） 

３．課題レポート（30％ 

４ 小テスト、期末テスト（30％） 

上記のほかに、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の修得の条件であることをも配慮する。 

  



 

 

 

12．受講生への 

メッセージ 

看護学は、医学的な専門用語をはじめ、養護教諭が遭遇しやすい一般的な疾患や症状を理解することが求
められます。よって、わかりやすく解説をしながら授業を展開しますが、授業終了後は復習することが必要
になります。 

授業では自分の意見が言える、人の意見がきける、質問ができるなど積極的な態度で学習してほしいと考
えています。 
また、演習・実習は授業中だけでは十分出来ないことから、予習、復習しマスターしておくことが必須に

なります。演習・実習は看護・援助する側（養護教諭・看護師などの役）とされる側（児童生徒、幼児、患
者役）の相互行為から成り立っていることを体験して下さい。 

13．オフィスアワー 
授業日は、授業と授業の間の時間、授業終了後に対応する。 
授業日以外に連絡を必要とした場合は sannke_tt@yahoo.co.jp に連絡してください。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

１）本科目の学習目的、学習方法について 
養護教諭と看護学の関連性ついて 
看護と健康 

１）看護の概念・定義、 
２）健康の定義、健康観の変遷、ヘルスプロモー

ション 

事前学習 

テキスト pp.2～12,pp.17～28,の内容を読んで養

護教諭を目指す学生、その他を目指す学生が看護
学を学ぶ意味について考えて臨むこと。 

事後学習 

看護の概念・定義、健康の定義についてまとめる。 
養護教諭（看護学を必要とする資格を目指す学生）
にとって看護学の関係ついてのあなたの考えをま

とめる。 

第２回 

看護倫理と養護教諭の職業倫理について 

１）看護の倫理 
２）子供の尊厳と法や規則理解 
３）養護教諭の職業倫理と活動範囲 

４）望ましい養護教諭について 

事前学習 
テキスト pp.2～12内容を読んで自分の考えをレポ

ートして臨む。 

事後学習 

養護教諭としての職業倫理について説明できるよ

うにまとめておくこと。望ましい養護教諭につい
てまとめておく。 

第３回 

看護の対象者の理解 
１）乳幼児期、児童生徒期、成人期、老年期のラ

イフステージによる特徴と看護 

２）病状ステージから見る対象者 
３）学校看護の対象を病気・障害、学校の環境か

らの対象理解 

事前学習 
テキスト pp.30～44,pp.51～70 の内容を読んで既
存の知識を活用して考えをまとめて臨む。 

事後学習 
健康のレベルの各段階の定義と特徴についてまと
め理解をしておく。 

第４回 

学校で活用するコミュニケーション 
１）コミュニケーションとは 
２）子どもと家族との援助関係形成とコミュニケ

ーション 
学校看護における安全の意義と安全を守る技術 

事前学習 
テキスト pp.13～16 と第 2 回目に配布した資料の
内容を読んで臨む 

事後学習 
自己のコミュニケーション能力を理解し、自己の

課題を明確にしておく。 

第５回 
保健室の環境整備のための基礎知識 
 １）保健室の環境調整、備品等について 
 ２）ベッドメーキング 

事前学習 
第４回目に配布した資料の内容を読んで臨むこ
と。 

事後学習 
ベッドメーキングの方法・留意点についてまとめ
ておくこと 

第６回 ベッドメーキングの演習 

事前学習 
第４回目に配布した資料ベッドメーキングの方

法・留意点の内容を理解して臨む。 

事後学習 

ベッドメーキングの演習での自己の課題を明確に
しておくこと。また、保健室での活用を考えまと
めておく。 

第７回 
感染予防 
 １）感染予防の基礎知識 

 ２）学校における感染予防と発生時の対応 

事前学習 
テキスト pp.45～50 と第 6 回目に配布した資料内
容を読んで臨むこと。 

事後学習 感染予防の基礎知識を復習しておく 

第８回 
 ３）学校における感染経路の遮断の演習 
 ４）無菌操作(攝子、滅菌物等)演習 

事前学習 
テキスト pp.202～205 と第 6 回目に配布した資料
内容を読んで臨むこと。 

事後学習 

学校での感染経路の遮断をまとめること。無菌操
作について実践できるように自己の演習を振り返
っておくこと。 

第９回 

ヘルスアセスメント 
 １）ヘルスアセスメントとは 

 ２）ヘルスアセスメントのプロセス 
フィジカルアセスメント① 
１）バイタルサイン（体温、脈拍、呼吸、血圧）

について① 

事前学習 
テキスト pp.206～211 の内容を読んでバイタルサ
インの測定をできるように練習し臨むこと。 

事後学習 
バイタルサインの正常値と異常な状態についてま

とめておくこと。 

第１０回 

フィジカルアセスメント② 
１）バイタルサイン（体温、脈拍、呼吸、血圧） 

    について② 
２）問診、視診、聴診、打診、触診等について 

事前学習 
第 8 回目に配布した資料内容と第 9 回目の事後学

習した資料内容を理解して臨むこと。 

事後学習 

バイタルサインの正常と異常な状態についてまと

めておくこと。問診、視診、聴診、打診、触診に
ついてまとめておくこと 

第１１回 
３）バイタルサインの演習 
問診、視診、聴診、打診、触診等の演習 

事前学習 
第 8回目に配布した資料内容と第 10回の事後学習
した資料内容を理解して臨むこと。 

事後学習 

バイタルサインの測定の演習で何ができたか、何
が難しかったかを提示された評価レポート用紙に

記入し提出する。 
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第１２回 
フィジカルアセスメント ③ 部位別 
 １）顔面のアセスメント 

 ２）頭頸部のアセスメント 

事前学習 
第 10回目に配布した資料の内容を読んでテキスト
にある専門用語、病気等を確認して臨む。 

事後学習 
顔面、頭頸部のアセスメントの実践から自己の課

題を確認しておくこと。 

第１３回 
 ３）胸部のアセスメント 
 ４）腹部のアセスメント 
 ５）脳神経のアセスメント 

事前学習 
第 12回目に配布した資料の内容の内容を読んでテ
キストにある専門用語、病気等を確認して臨む。 

事後学習 
胸部、腹部、脳神経のアセスメントの実践から自
己の課題を確認しておく。 

第１４回 
 ６）口腔のアセスメント 
７）眼・耳・鼻のアセスメント 

事前学習 
第 12回目に配布した資料の内容の内容を読んでテ

キストにある専門用語、病気等を確認して臨む。 

事後学習 
口腔、眼・耳・鼻のアセスメントの実践から自己
の課題を確認しておく。 

第１５回 

養護教諭が活用する体位と移動 
 １）ボディメカニックスの原理・原則と活用法 
 ２）体位の種類と特徴 

 ３）体位変換の方法の基礎知識 
 ４）車いすの移動・移乗方法の基礎知識 
 ５）搬送法の基礎知識 

事前学習 テキスト pp.195～196の内容を読んで臨むこと。 

事後学習 

ボディメカニックスの基礎知識を前のベッドメー

キングの演習を振り返り意義を考えておく。 
車いすの移動・移乗の方法を確認しておく。 

第１６回 
体位と移乗の演習 
 １）体位変換 

 ２）車いすの移動・移乗 

事前学習 
第 14 回目に配布した資料とテキスト pp.195～196
の内容から学校の保健室で活用法を考えて臨む。 

事後学習 
体位変換、車いす移動・移乗実践から自己の課題

を確認してレポートする。 

第１７回 
養護教諭が活用する食事・排泄 
 １）子どもにとっての食事と栄養について 
 ２）食生活への支援・援助について 

事前学習 テキスト pp.197～199の内容を読んで臨むこと。 

事後学習 
養護教諭として、子どもにとっての食事の意義に
ついて考えをまとめておく。 

第１８回 
 ３）排泄の意義と排泄に関する基礎知識 
 ４）排泄への支援・援助について 

事前学習 
第 16 回目に配布した資料内容を理解して臨むこ

と。 

事後学習 
養護教諭として、子どもにとっての排泄の意義に
ついて考えをまとめておく。 

第１９回 

養護教諭が活用する清潔・休息と睡眠・活動 
１）健康生活における清潔の意義と清潔に関する

基礎知識 

２）清潔への支援・援助について 
３）休息・睡眠の意義と睡眠に関する基礎知識 

事前学習 第 18回目に配布した資料内容を読んで臨むこと。 

事後学習 
養護教諭として、子どもにとっての清潔ついて考

えをまとめておく。 

第２０回 
止血法・包帯法・罨法について 
心肺蘇生法・ＡＥＤの基礎知識 

事前学習 
テキスト pp.211～227、第 18 回に配布資料の内容
を読んで臨む。 

事後学習 
配布資料に心肺蘇生法・ＡＥＤの使用目的・方法・

注意点をまとめる。 

第２１回 心肺蘇生法・ＡＥＤの演習 

事前学習 

テキスト pp.211～227と第 20回の事後学習した心

肺蘇生法・ＡＥＤの使用目的・方法・注意点を理
解して臨むこと。 

事後学習 
心肺蘇生法・ＡＥＤの演習から自己の課題を確認
しておくこと。 

第２２回 止血法・包帯法・罨法の演習 

事前学習 
テキスト pp.211～227と第 20回の配布資料の内容
を読んで臨む。 

事後学習 
止血法・包帯法・罨法の演習から自己の課題を確

認しておく。 

第２３回 

症状別の支援と援助 
 グループ学習と発表 
 １）頭痛、腹痛 

 ２）嘔気・嘔吐 
 ３）下痢、便秘 

事前学習 

第 20 回目に配布した資料、第 24 回に編成したグ

ループと担当した症状を支援・援助の視点で発
表・質疑・応答に向けてまとめておく。 

事後学習 
発表・質疑・応答、他のグループの発表から自己
のグループの課題を確認しておく。 

第２４回 
 ４）発熱 
 ５）ショック、意識障害 
 ６）かゆみ 

事前学習 
第 20 回目に配布した資料、第 21 回に編成したグ
ループと担当した症状を支援・援助の視点で発

表・質疑・応答に向けてまとめておく。 

事後学習 
発表・質疑・応答、他のグループの発表から自己

のグループの課題を確認しておくこと。 

第２５回 
事例検討① 
グループ学習 学校で発生する外傷を想定し、支
援と援助をグループでまとめて発表する。 

事前学習 
第 21回に編成したグループで事例内容（資料提示）
を支援・援助内容の視点でまとめて臨む 

事後学習 
発表・質疑・応答、他のグループの発表から学ん
だことをまとめておく。 

  



 

 

 

第２６回 

事例検討② 
グループ学習 学校で発生する糖尿病またはてん

かんを想定し、支援と援助をグループでまとめて
発表する。 

まとめ 

事前学習 
第 21回に編成したグループで事例内容（資料提示）
を支援・援助内容の視点でまとめて臨む> 
看護学の「全体のまとめ」を考えて臨む。 

事後学習 

発表・質疑・応答、他のグループの発表から学ん
だことをまとめておく。 

看護臨床実習の授業に向けて看護学の「全体のま
とめ」をする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 2回の講義と第２回目に配布した資料の内容を読んで「学校看護と地域保健・医療・福祉・

教育の連携」について自分の考えをレポートにまとめなさい。まとめるにあたりの留意点は授業中に提示する 
レポート形式：Ａ4用紙１枚（1000～1200字） 
実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 
     第８回授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 
事後学習：レポート作成・添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：清潔・休息と睡眠・活動は子どもにとって意義と養護教諭の支援についてレポートにまとめなさい。
まとめるにあたりの留意点は授業中に提示する。 

レポート形式：Ａ4用紙１枚（1000～1200字） 

実施時期：第 19回の授業後に実施する。 

提出期限：第 21回の授業開始時に提出する。 

     第 23回の授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

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

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 20回目に配布した資料を踏まえて「事例検討：医療的ケア、慢性疾患を抱えた児童生徒の症状の急

変を想定し、支援と援助についてレポートにまとめなさい。まとめるにあたりの留意点は授業中に提示する。 

レポート形式：Ａ4用紙１枚（1000～1200字） 

実施時期：第 21回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23回の授業開始時に提出する。 

     第 25回の授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

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

課題研究

４ 

課題研究テーマ：今までの講義からあなたの学びを知識・技術・資質から自己評価をレポートにまとめなさい。まとめ
るにあたりの留意点は授業中に提示する。 

レポート形式：Ａ4用紙１枚（1000～1200字） 

実施時期：第 21回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23回の授業後に提出する。 

     第 25回授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
韓国の文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1315 

GECM1325 
２．授業担当教員 橋本 琢 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

２００２年ワールドカップ日韓共催以後、K-POP を始め、韓国ドラマやハングルに対する関心が急速に高

まっている。こうしたことを踏まえて、本学でも韓国の大学と協定を結び、また、韓国短期研修も実施して

いる。そのため、本講義ではハングルや韓国に関心がある初心者の学生を対象に基本的なハングルを学びな

がら、韓国の文化や社会についても学習することを目的にする。講義内容は難しい文法よりは、分かりやす

い日常会話、すなわち実用会話を中心に学習する。また、韓国の文化や社会などについても学習し、韓国社

会の理解を高めることにする。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

１．韓国社会や文化に対して基本的なことを理解する。 

２．ハングルの文字を覚え、韓国語の読み、書きができる。 

３．簡単な日常会話ができる。 

４．韓国語で簡単な自己紹介ができる。 

５．韓国旅行のとき必要な基本的な言葉を覚える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１：4回の授業までにハングルの文字を覚える。 

課題２：最終授業の時まで韓国語で簡単な自己紹介ができるようになる。 

課題３：韓国について、なにかひとつ、韓国語で発表ができるようになる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

李志暎『新装版 できる韓国語 初級Ⅰ』アスク出版、2010。 

【参考書】 

石田美智代監修『『あいうえお』から覚えるいちばんやさしいハングル練習ノート入門編』、永岡書店 2019。 

鄭銀淑『馬を食べる日本人 犬を食べる韓国人』ふたばらいふ新書、2002。 

金栄勲『韓国人の作法』集英社新書、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．ハングルの文字を読み、書きができるのか 

2．簡単な会話ができるのか 

3．韓国の文化について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び授業への参加度：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．小テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

言葉が通じた時の喜びを実感しよう。 

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

受講生は上記の目的達成のため、下記の事を守ることが期待されている。 

１）授業中は常に緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加することや発音などの練習のときは大

きな声を出す。 

２）韓国語の学習と並行して韓国文化についての紹介、解説を各講義時に適宜してゆく。 

３）授業中に理解できなかったことをそのまま放っておかず、質問をする。 

４）授業中は私語、居眠りまた途中入出をしない(正当な理由以外は減点の対象になる)。 

５）宿題及びレポートの提出期間を厳守する。 

６）韓国文化に関するグループ討議や会話のロールプレイには、メンバー全員が積極的に参加し、また他人

の発表はきちんと傾聴する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する(時間割表掲載のオフィスアワー欄参照)  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

授業概要についてシラバスを中心に説明

する 

事前学習 シラバスの確認および学習用ノートを準備して授業に臨む 

事後学習 韓国語の由来及び構成を確認する 

第２回 基本母音と子音(平音)の学習 

事前学習 pp.8～14を読み、基本母音、子音(平音)を理解する 

事後学習 
授業で学習した内容を発音しながら、学習用ノートに書いて覚

える 

第３回 子音(激音と濃音、パッチム)の学習 

事前学習 
pp.15～24 を読み、子音(激音)と子音(濃音)の基本母音と子

音、パッチムを理解する 

事後学習 
授業で学習した内容を発音しながら、学習用ノートに書いて覚

える 

第４回 合成母音の学習と文字の復習 

事前学習 pp.25～32を読み、合成母音を理解する 

事後学習 
合成母音と文字の復習で学んだことを発音しながら、学習用ノ

ートに書いて覚える 



 

 

第５回 第一課、私は日本人です。 

事前学習 
第一課(pp.40～43)の例文を音読し、「基本文型練習」に解答を

記入しておく 

事後学習 授業で学習した例文を音読し、「自己紹介」を暗記する 

第６回 第二課、私は日本人ではありません。 

事前学習 
第二課(pp.44～49)の例文を音読し、「基本文型練習」と「応用

練習」に解答を記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「話してみましょう」、「聴いて

みましょう」、「書いてみましょう」を復習する 

第７回 第三課、それは何ですか。 

事前学習 
第三課(pp.50～55)の例文を音読し、「基本文型練習」に解答を

記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「応用練習」と「書いてみまし

ょう」を復習する 

第８回 第四課、約束があります。 

事前学習 
第四課(pp.56～61)の例文を音読し、「基本文型練習」に解答を

記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「応用練習」と「話してみまし

ょう」を復習する 

第９回 第五課、会社はどこにありますか。 

事前学習 
第五課(pp.62～67)の例文を音読し、「基本文型練習」に解答を

記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「応用練習」と「聴いてみまし

ょう」、第 1～5課の復習問題に解答する 

第１０回 第六課、週末は何をしますか。 

事前学習 
第六課(pp.68～73)の例文を音読し、「基本文型練習」に解答を

記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「応用練習」と「話してみまし

ょう」、「書いてみましょう」を復習する 

第１１回 第七課、そんなに遠くありません。 

事前学習 
第七課(pp.74～79)の例文を音読し、「基本文型練習」に解答を

記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「応用練習」と「話してみまし

ょう」を復習する 

第１２回 第八課、いつ行きますか。 

事前学習 
第八課(pp.80～85)の例文を音読し、「基本文型練習」に解答を

記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「応用練習」と「話してみまし

ょう」を復習する 

第１３回 第九課、釜山までどうやって行きますか。 

事前学習 
第九課(pp.86～93)の例文を音読し、「基本文型練習」に解答を

記入しておく 

事後学習 
授業で学習した例文を音読し、「応用練習」と「話してみまし

ょう」、「聴いてみましょう」を復習する 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第２～１０回の講義において、語型習得学習後に紹介した韓国の文化全般に亘る文献を参照しつつ、

各自が調べた情報を相互に関係付けながら、「日本と韓国の文化的差異」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚(１２００字程度) 

実施時期：第１０回の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業（語型習得学習）後に教室で行う。添削内容につい

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

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

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：第５～１３回までの授業で学んだ語型を使用し、１３回の授業（語型習得学習）後に作成した韓国（観光地

や現代文化や食文化等）に関する紹介を、３～４人のグループで発表する。発表は韓国語を原則とする。習

得した韓国語を最大限に駆使し、各グループにおける関心事についての熱意ある発表を期待したい。 

実施時期：授業内で周知する。 

事前学習：１３回の授業（語型習得学習）後に、韓国についての関心事をグループで決め、それを韓国語で発表ができ

るようにしておく。 

事後学習：各グループの発表内容をまとめるとともに、最も評価できるグループの発表を選び、その評価ポイントもま

とめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
起業経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4105 

２．授業担当教員 岡田 高明 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答などを併用する。 ５．開講学期 春期/秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学、暮らしの経済、経営学などを併せて履修するとより深い理解が進む。 

７．講義概要 

 日本経済の再生のためにはイノベーションを生み出すベンチャー企業が不可欠である。起業家精神やベン

チャーマインドはベンチャー企業だけではなく、大企業にとっても重要性を増している。ベンチャー企業の

経営は容易ではないが、ベンチャーを成功させるには、立ち上げから、成長，発展まで的確なビジネスプラ

ンの作成と、市場戦略、資金調達戦略、組織戦略、IPO 戦略ならびに各種支援が必要である。起業家精神を

涵養し、失敗を恐れず新しいことに果敢に挑戦するベンチャー・ビジネスの立ち上げから成功に導く経営方

法について、考察する。 

８．学習目標 

１．起業の意義と方法を理解し、説明することが出来る。 

２．ベンチャーの企業経営について理解し、説明することが出来る。 

３．ベンチャーの成長戦略について理解し、説明することが出来る。 

４．ベンチャーの成長段階に相応しい資金調達を理解し、説明することが出来る。 

５．IPO 市場と上場プロセスを理解し、説明することが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは課さない。授業内で長期休暇中の課題研究レポートを提示する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

齋藤毅憲・渡辺峻編著『自分で企業をつくり、育てるための経営学入門』文眞堂、2017 年。 

【参考書】 

東京弁護士会親和全期会『起業と経営の基本知識がわかる本 - 弁護士税理士による実践書』 

自由国民社 2014年。 
11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

将来の起業した場合の事業計画をプレゼンできるようにする。 

○評定の方法 

講義内レポート・発表 20% 授業参加 80％ 間違えてもいいから参加して考える力を重要視する。 

12．受講生への 

メッセージ 

個人にとって「起業して働く」ことは、キャリア形成の有力な選択肢になっている。すでに大企業神話は崩

壊し、労働力市場の流動化が進み、集団主義的な組織風土の限界が露呈しているなかでは、もはや、「雇われ

て働く」ことがすべてではなくなっている。一方で、起業は、魅力的ではあるが、リスキーな選択肢でもあ

る。さらに、経済社会の活性化に貢献するものでもあり、福祉関連事業においても、起業機会は存在する。

本講座の履修を通じて、一人でも多くの受講生が仕事のひとつの選択肢として、起業を位置付けてもらえる

ようになれば幸いだ。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認してお

く。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第２回 第 1 章 キャリアの選択肢としての「起業」 
事前学習 教科書の pp1〜12 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第３回 第 2 章 あなたも起業ができる－事例から学ぶ 
事前学習 教科書の pp15〜26 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第４回 第 3 章 「起業」をうながす推進要因 
事前学習 教科書の pp29〜40 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第５回 第 4 章 起業の主な形態と効果 
事前学習 教科書の pp43〜54 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第６回 第 5 章 起業機会の発見 
事前学習 教科書の pp57〜68 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第７回 第 6 章 起業を実現するための要因 
事前学習 教科書の pp71〜82 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第８回 第 7 章 起業プランの作成 
事前学習 教科書の pp85〜96 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第９回 
第８章 起業家としてのインディペンデント・コント

ラクター 

事前学習 教科書の pp99〜110 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１０回 第 9 章 「起業家社会」のための起業支援 
事前学習 教科書の pp113〜124 を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１1 回 グループケーススタディ（「経営学のススメ」演習①） 

事前学習 
教科書の pp13〜42 の各章の終わりにある
「経営学のススメ①〜③」を読んでくる。 

事後学習 
自分たちのプレゼンテーションのレビュー

をしておく。 

第１2 回 グループケーススタディ（「経営学のススメ」演習②） 事前学習 
教科書の pp55〜98 の各章の終わりにある

「経営学のススメ④〜⑦」を読んでくる。 



 

 

事後学習 
自分たちのプレゼンテーションのレビュー

をしておく。 

第１3 回 総括－まとめ 
事前学習 これまでの講義概要を理解しておく。 

事後学習 講義全体のまとめを行う。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書 pp127〜138（「第 10 章経営学と起業」）を読み、企業、経営、事業の 3 者の関係について、

インターネット等から具体的な事例を調べつつ、まとめてみる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業中に教室で行う。 

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

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：教科書 pp111〜140 の各章の終わりにある「経営学のススメ⑧〜⑩」を題材として、グループケーススタデ

ィ演習③を実施する。 

実施時期：第 11 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：教科書の履修範囲を熟読しておく。 

事後学習：自分たちのプレゼンテーションのレビューをしておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 企業統治論（非営利企業を含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3116 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 講義を主にしながら質問、報告、討論の時間をつくり進める。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営学」や「経営戦略論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

1）企業の健全な経営のため最も重要な機能は企業統治だといわれている。まず企業統治（コーポレート・

ガバナンス）とは何かについて理解を深める。 

2）企業という場合、株式会社などの営利企業のほかに非営利企業(NPO 法人など)、最近では社会的企業

と表現される企業があるが、株式会社を中心としつつ、各種の企業経営に共通の機能として企業統治機

能の内容を解明する。 

3）企業活動のグローバル化にともない、日本をはじめアメリカ、中国、韓国、ドイツなどの企業統治の特

徴を具体的にとりあげ、国際化への知的対応を準備する。 

８．学習目標 

将来、企業（営利企業、非営利企業）へ就職したり、企業を設立、運営したり、企業と関係することが多

いと思われ、そのような意味から学習の目標としては、1）企業の立場から企業統治を考えるとともに、2）

企業の利害関係者（ステイクホルダー）の立場から、株主、従業員、顧客、地域社会などの視点から考え、

3）数多くの具体的な事例をとりあげ、問題への認識を深めることを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

講義でとりあげ学習した企業統治の具体的な問題について課題を示すので、それについてコメントを記

述して課題レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

菊池敏夫・金山権・新川本編著『企業統治論―東アジアを中心に―』税務経理協会、2014年。 

【参考書】 

授業の中で適宜提示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業統治に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日産自動車のゴーン元会長の逮捕に象徴されるように、組織経営の観点から、企業統治は今とても大切

なテーマになっている。将来における、企業（営利・非営利企業）への就職、企業の設立、企業の経営管

理への参加などの機会を想定しながら、教員が示す近年の事例などを見て、現実の企業統治を考え学習す

ることを勧めたい。そうすることによって学習が将来就職する組織での的確な活動の準備となり、問題を

真剣に考えられるようになるからである。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 Ⅰ．企業統治とは何か（１）意味と組織的対応 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあら

かじめ理解しておく。 

事後学習 

pp.3～4 の企業統治の意味を再確認して、p.5-6

の企業組織の再編成と問題についてまとめるこ

と。 

第２回 Ⅰ．企業統治とは何か（２）背景と歴史他 

事前学習 
pp.6～9 の企業統治問題提起の背景を読み、内容

を理解すること。 

事後学習 
学習した内容に基づいて、今何が求められている

かをまとめること。 

第３回 
Ⅱ．企業活動と企業統治（１）企業活動の構成と主体、

企業支配 

事前学習 
pp.20～23 の企業活動の構成とその主体企業を

読み、内容を理解すること。 

事後学習 p.23 の企業支配について、内容をまとめること。 

第４回 
Ⅱ．企業活動と企業統治（２）企業支配の主体と企業統

治 

事前学習 
pp.24～25 の企業支配の主体を読み、内容を理解

すること。 

事後学習 
学習した内容に基づいて、現代企業の企業統治の

主体についてまとめること。 

第５回 
Ⅲ．企業統治と取締役会（１）日本の企業統治と取締役

会 

事前学習 
pp.31～32 の日本の企業統治と取締役会を読み

理解すること。 

事後学習 
学習した内容に基づいて、ゴーン元会長逮捕まで

の日産自動車の機関設計についてまとめること。 

  



 

 

第６回 Ⅲ．企業統治と取締役会（２）株式会社の機関設計 

事前学習 pp.41～42 の現状を読み、内容を理解すること。 

事後学習 

日本の企業統治制度の下にある日産自動車でな

ぜ統治が機能しなかったのか、考察してまとめ

ること。 

課題研究 1のレポートをまとめる。 

第７回 
Ⅲ． 企業統治と取締役会（３）日本企業統治の今後と中

国の企業統治 

事前学習 p.48 のはじめにを読み、内容を理解すること。 

事後学習 

中国の企業統治の特色について、授業で学習し

た内容を基にまとめること。 

課題研究 1のレポートを提出する。 

第８回 Ⅳ．社外取締役・独立取締役をめぐる諸問題 

事前学習 
pp.91～92 のはじめにを読み、内容を理解する

こと。 

事後学習 

わが国において企業統治システムが機能するた

めに何が必要であるのか、学習した内容を基に

まとめること。 

課題研究 1 のレポートに関する質疑応答などに

参加する。 

第９回 Ⅴ．企業統治と監査・内部統制 

事前学習 
pp.101～105 のはじめにと企業統治と内部統制

を読み、内容を理解すること。 

事後学習 
p.114 の現状と課題、学習した内容を基に、課題

をまとめること。 

第１０回 Ⅵ ．非営利企業の企業統治（１）その難しさ 

事前学習 
pp.117～119 の非営利企業とは何かを読み、内

容を理解すること。 

事後学習 
pp.119～121 の非営利企業の企業統治の難しさ

についてまとめること。 

第１１回 
Ⅵ．非営利企業の企業統治（２）日本における非営利企

業の企業統治① 

事前学習 
pp.121～122 の非営利企業のステークホルダー

を読み、内容を理解すること。 

事後学習 

学習した内容を基に、日本における非営利企業

の企業統治の現状についてまとめること。 

課題研究 2のレポートをまとめる。 

第１２回 
Ⅵ．非営利企業の企業統治（３）日本における非営利企

業の企業統治② 

事前学習 
pp.127～128 の非営利企業をめぐる研究課題を

読み内容を理解すること。 

事後学習 

学習した内容を基に、日本における非営利企業

の企業統治についてまとめること。 

課題研究 2のレポートを提出する。 

第１３回 Ⅶ．企業統治における消費者の権益 

事前学習 
p.131 はじめに―問題の所在を読み、内容を理

解すること。 

事後学習 

なぜ消費者・顧客重視が企業経営において重要

なのか、学習した内容を基に、考察してまとめ

ること。 

課題研究 2 のレポートに関する質疑応答などに

参加する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 6 回までの授業内容をふまえて、日産自動車のゴーン元会長の事件について、何が企業

統治上問題であったのか、教員が与える資料を基に考察し、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 6回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 7回目の授業終了時に提出する。 

 第 8 回目の授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問

がある場合には、その後も研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1回から第 11 回までの授業内容をふまえて、米国の株主第一主義に関する変化について、教員が与

える資料を基に考察し、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 11回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 12回目の授業終了時に提出する。 

 第 13回目の授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問

がある場合には、その後も研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習し、

期末試験に備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
企業統治論（非営利企業を含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3116 

２．授業担当教員 吉沢 正広 

４．授業形態 講義を主にしながら質問、報告、討論の時間をつくり進める。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営学」や「経営戦略論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

1）企業の健全な経営のため最も重要な機能は企業統治だといわれている。まず企業統治（コーポレート・ガ

バナンス）とは何かについて理解を深める。 

2）企業という場合、株式会社などの営利企業のほかに非営利企業(NPO 法人など)、最近では社会的企業と表

現される企業があるが、株式会社を中心としつつ、各種の企業経営に共通の機能として企業統治機能の内

容を解明する。 

3）企業活動のグローバル化にともない、日本をはじめアメリカ、中国、韓国、ドイツなどの企業統治の特徴

を具体的にとりあげ、国際化への知的対応を準備する。 

８．学習目標 

将来、企業（営利企業、非営利企業）へ就職したり、企業を設立、運営したり、企業と関係することが多いと

思われ、そのような意味から学習の目標としては、1）企業の立場から企業統治を考えるとともに、2）企業

の利害関係者（ステイクホルダー）の立場から、株主、従業員、顧客、地域社会などの視点から考え、3）数

多くの具体的な事例をとりあげ、問題への認識を深めることを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義でとりあげ学習した問題または関連するテーマについて課題を示し、それについてレポートを作成ま

たは報告する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

菊池・金山・新川編著『企業統治論』税務経理協会、2014。 

【参考書】 

菊池敏夫著『現代企業論』中央経済社、2007。  

高巖著『コンプライアンスの知識＜第２版＞』日本経済新聞社、2010。 

菊池敏夫、太田三郎、金山権、関岡保二編著『企業統治と経営行動』文眞堂、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業統治に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

将来、企業（営利・非営利企業）への就職、企業の設立、企業の経営管理への参加などの機会を想定しな

がら学習することをおすすめしたい。そうすることによって学習が将来の夢の実現への準備となり、問題を

真剣に考えられるようになるからである。 

13．オフィスアワー 月曜日，火曜日，水曜日 12：15～13：00 研究室にて 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

Ⅰ．企業統治とは何か 

１．企業統治の意味  

２．企業統治への組織的対応 

事前学習 p.3を読み企業統治の意味をまとめること。 

事後学習 
p.5 の企業組織の再編成についてまとめるこ

と。 

第２回 

Ⅰ．企業統治とは何か 

 ３．企業統治問題提起の背景  

４．企業統治改革の現状とその歴史 

事前学習 
p.6 の企業統治問題提起を読みまとめるこ

と。 

事後学習 
p.9 の企業統治改革の現状とその歴史につい

てまとめること。 

第３回 

Ⅱ．企業活動と企業統治 

 １．企業活動の構成とその主体 

 ２．企業支配 

事前学習 
p.20 の企業活動の構成とその主体企業行動

を読みまとめること。 

事後学習 p.23の企業支配を読みまとめること。 

第４回 

Ⅱ．企業活動と企業統治 

 ３．企業支配の主体 

 ４．現代企業の企業統治の主体． 

事前学習 p.24の企業支配の主体を読みまとめること。 

事後学習 
p.26 の現代企業の企業統治の主体を読みま

とめること。 

第５回 

Ⅲ．企業統治と取締役 

 １．日本の企業統治と取締役会 

 ２．中国の企業統治と取締役会 

事前学習 
p.31 の日本の企業統治と取締役会を読みま

とめること。 

事後学習 
p.48 の中国の企業統治と取締役会を読みま

とめること。 

第６回 

Ⅲ．企業統治と取締役 

３．韓国の企業統治と取締役会 

４．課題レポート 

事前学習 
p.77 の韓国の企業統治と取締役会を読みま

とめること。 

事後学習 
企業統治の現状と課題についてまとめるこ

と。 



 

 

第７回 

Ⅳ． 社外取締役・独立取締役をめぐる諸問題 

 １．外部取締役導入の傾向 

 ２．企業統治における取締役の構成をめぐる問題 

事前学習 
p.91 の外部取締役導入の傾向を読みまとめ

ること。 

事後学習 
p.95 の企業統治における取締役の構成をめ

ぐる問題をまとめること。 

第８回 
Ⅳ．社外取締役・独立取締役をめぐる諸問題 

 ３．企業統治システムが機能するために 

事前学習 
企業統治システムの機能についてまとめる

こと。 

事後学習 
p.96 の企業統治システムが機能することに

ついてまとめること。 

第９回 

Ⅴ．企業統治と監査・内部統制 

 １．企業統治と内部統制 

 ２．内部統制と監査 

事前学習 
p.101 の企業統治と内部統制を読みまとめる

こと。 

事後学習 p.105の内部統制と監査をまとめること。 

第１0 回 

Ⅵ ．非営利企業の企業統治 

 １．非営利企業とは何か 

 ２．非営利企業の企業統治の難しさ 

事前学習 p.117の非営利企業についてまとめること。 

事後学習 
p.119 の非営利企業の企業統治の難しさにつ

いてまとめること。 

第 11 回 

Ⅵ．非営利企業の企業統治 

 ３．日本における非営利企業の企業統治構造 

 ４．非営利企業の企業統治をめぐる研究課題 

事前学習 
p.121 の日本における非営利企業の企業統治

構造を読みまとめること。 

事後学習 
p.127 の非営利企業をめぐる課題をまとめる

こと。 

第 12 回 
Ⅶ企業統治における消費者の権益 

 １．消費者権益優先の認識と行動 

事前学習 消費者の権益についてまとめること。 

事後学習 
p.132 の消費者権益優先の認識と行動をまと

めること。 

第 13 回 
Ⅶ．企業統治における消費者の権益 

 ２．消費者重視の経営理念 

事前学習 経営理念についてまとめること。 

事後学習 消費者重視の経営理念ついてまとめること。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 2回から 6回までの授業内容を踏まえて「企業統治」の目的と方法についてレポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度（1400文字程度） 

実施時期：第 7回の授業後の実施する 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する 

     提出後，添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後に教室にて行う 

     添削内容等につき引き続き質問がある場合は，その後も毎回授業で随時受け付け指導する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7回から 9回までの授業内容を踏まえて「企業統治」のシステム・変遷についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度（1400文字程度） 

実施時期：第 10回の授業後の実施する 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する 

     提出後，添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室にて行う 

     添削内容等につき引き続き質問がある場合は，その後も毎回の授業後随時受付適宜指導する。 

る。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）B  (2 単位) 

３．科目番号 GECD3315 

２．授業担当教員 岩井 智重・ヴェステリ テチアナ・染谷 聡 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡＢと教養基礎演習ⅢＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事がで

きる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う
ことができたか 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 まとめテストに備える 

事後学習 
まとめテストでわからなかったところを確

認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 就活 ２課「自己ピーアール（履歴書）」を書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題テーマ：Unit 3 就職の面接 ５課「学生時代に熱心に取り組んだこと」について、書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）B  (4 単位) 

３．科目番号 GECD3115 

２．授業担当教員 岩井 智重・ヴェステリ テチアナ・大谷 崇・染谷 聡 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡＢと教養基礎演習ⅢＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事がで

きる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う
ことができたか 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 

Unit 4 初めての仕事 

７課 報告書を書く 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.45～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   社内メールを書く 

ケーススタディ４ 「例の」、「あれ」って何？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.58～60の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 

Unit 5 電話対応 

９課 電話を取り次ぐ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.61～66の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.67～71の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    電話クイズ 

ケーススタディ５ 「（さ）せていただく」の洪水？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.72～74の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 

Unit 6 社外の交渉 

１１課 アポを取る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.75～81の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.82～86の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    謝罪のメールを書く 

事前学習 教科書 pp.87の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 6 社外の交渉 

ケーススタディ６ ダメならダメと早く言って！ 

                  ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.88～89の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 

Unit 7 社内の交渉 

１３課 誘いを断る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.91～96の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.97～100の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第２６回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    有給休暇について考える 

ケーススタディ７ 10 分遅れただけなのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.101～102の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２７回 敬語表現、Unit 4～7 復習 
事前学習 教科書 pp.45～103の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２８回 振り返りと日本語到達度チェック 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 就活 ２課「自己ピーアール（履歴書）」を書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 3 就職の面接 ５課「学生時代に熱心に取り組んだこと」について、書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）A （2 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

GECD3314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習の履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、キャリアアップにつながる「教養」を身に付ける

ための一環として、効果的な考え方や勉強法を学習参考例や演習問題を使用しながら実践的に理解する。具体的には、

基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学の公務員関連問題などを解いて、考え方や解き方のコツ

をマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高める

ために、社会で問題になっている点などを取り上げて、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論

文指導などを行い、社会現場で役立つ実践的な能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤上記の①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、「自分の経験や知識を就職活動でどのように活かすか」というテーマで、1,000字程度

のレポートを作成する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『就活ＢＯＯＫ 2021 内定獲得のメソッド ＳＰＩ 解法の極意』、マイナビ出版編集部、2019 年 

【参考書】適宜、紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）につき 10 点

を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には考慮

し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、自分の希望する就職先や資格などについて真剣に考え、それらの目標を達成させるために、自主的

に求められる諸能力を高め、キャリアの向上が図られるよう努力してほしい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方）、就職・資格試験への

有効な対策方法の確認、教科書（ＳＰＩに関する知識、言

語分野の対策、非言語分野の対策、数表・図表） 

事前学習 教科書 pp.5～12 を読んでおく。 

事後学習 授業の復習（特に pp.14～19）をする。 

第２回 推理（論理）、推理（位置） 

事前学習 教科書 pp.20～29内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第３回 推理（順序）、推理（勝ち負け） 
事前学習 教科書 pp.30～37 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第４回 推理（命題）、順列・組合せ 

事前学習 教科書 pp.38～45 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第５回 確率、速さ 

事前学習 教科書 pp.46～57 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第６回 集合（ベン図）、料金の割引、割合 
事前学習 教科書 pp.58～69 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第７回 売買損益、グラフ（領域と不等式） 
事前学習 教科書 pp.70～79 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第８回 グラフ（条件と領域）、経路と比率 事前学習 教科書 pp.80～89 内にある例題を解く。 



 

 

事後学習 授業についての復習をする。 

第９回 分割払い、記号 
事前学習 教科書 pp.90～97 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１０回 ブラックボックス、フローチャート 
事前学習 教科書 pp.98～109 内にある例題を解く。  

事後学習 授業についての復習をする。 

第１１回 鶴亀算、仕事算、年齢算 
事前学習 教科書 pp.110～119 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１２回 
同意語、反意語、語句→説明、説明→語句 

語句の用法、文章整序、２語の関係、長文読解 

事前学習 教科書 pp.122～168 に出てくる単語を調べる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１３回 レポート課題テーマについてディスカッション及び発表 
事前学習 左記テーマに関して自分の意見を整理する。 

事後学習 授業についての復習をする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ； Chapter３のＥＮＧ、Chapter４の構造的把握力検査（教科書 pp.168～186）の問題を解いて答え合わせ。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期；第 6 回の授業後に実施し、第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ；模擬試験第 1、2 回（教科書 pp.197～240）の問題を解いて答え合わせ。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期；第 12 回の授業後に実施し、第 13 回の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

GECD3314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習の履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、キャリアアップにつながる「教養」を身に付ける

ための一環として、効果的な考え方や勉強法を学習参考例や演習問題を使用しながら実践的に理解する。具体的には、

基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学の公務員関連問題などを解いて、考え方や解き方のコツ

をマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高める

ために、社会で問題になっている点などを取り上げて、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論

文指導などを行い、社会現場で役立つ実践的な能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤上記の①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、講義を踏まえつつ、「あなたの考える日本社会の課題を一つ取り上げ、これに対し行政

がどのように対応するのが望ましいか」というテーマで、1,000字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】Ａ；『21 年度 警察官Ⅰ類・A 大卒レベル 過去問題集』成美堂出版、2019 年 

Ｂ；『2021 年度版 論文試験 頻出テーマのまとめ方』実務教育出版、2020 年 

【参考書】参考書は指定しないが、併せて就職支援課主催の公務員試験対策講座受講がお薦めである。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）につき 10 点

を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には考慮

し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、自分の希望する就職先や資格などについて真剣に考え、それらの目標を達成させるために、自主的

にも教養を高めてキャリアアップを図れるようになってほしい。なお、教科書 Bは次年度も使用予定である。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（授業の進め方、効果的な勉強法） 
事前学習 各教科書の冒頭部分を読んでおく。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２回 社会科学（政治） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第３回 社会科学（経済） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第４回 社会科学（社会） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第５回 人文科学（日本史） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第６回 人文科学（世界史） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第７回 人文科学（地理） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第８回 人文科学（思想、文学・芸術） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 



 

第９回 自然科学（数学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１０回 自然科学（生物） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１１回 自然科学（化学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１２回 自然科学（物理） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１３回 自然科学（地学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１４回 一般知能（文章理解①） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１５回 一般知能（文章理解②） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１６回 一般知能（数的処理①） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１７回 一般知能（数的処理②） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１８回 一般知能（数的処理③） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１９回 一般知能（判断推理①） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２０回 一般知能（判断推理②） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２１回 一般知能（資料解釈） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２２回 小論文対策（情報化の日常） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２３回 小論文対策（情報公開と住民参加） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２４回 小論文対策（高齢化と長寿社会） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２５回 小論文対策（少子化と人口減少） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２６回 小論文対策（行政の役割） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２７回 小論文対策（住民サービス） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２８回 レポート課題についてディスカッションと発表 
事前学習 左記課題について自分の意見を整理する。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ；論作文の書き方の基本パターン（教科書 pp.268～279）の要約。 

レポート形式；A4 用紙 1 枚（1200 字）程度。ワードで作成することを原則とする。 

実施時期と提出期限；第 1 回の授業時に実施の仕方を説明し、5 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ；国語と英語（教科書 pp102～121）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 8 回の授業時に実施し、9 回目の授業開始時に提出する。 



 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅱ（教養）B （2 単位） 

３．科目番号 

 

 

 ２．授業担当教員 大川 たかね・大谷 崇 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡＢと教養基礎演習ⅢＢ、及びキャリア開発演習ⅠＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、実際のビジネス場面におけるビジネスコミュニケーションを円滑に行うための練習やビジネ

スマナーの理解を深めることを目指す。その過程において、学習者自身の考えを表現し、学習者同士が学び

合えるようなディスカッションを重視していく。そして、このような表現活動を通じて、日本語の語彙力・

文法力も同時に身につける。また、様々なビジネス場面から文化事情や社会状況の考察を行い、ビジネスで

必要な高度なコミュニケーション力を高めることを目標とする。 

８．学習目標 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養う。 
2. ビジネスマナーの理解を深める。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力を身に
つける。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

・高見智子著『ビジネスケースで学ぶ日本語』ジャパンタイムズ 2014 

【参考書】 

・宮崎道子・郷司幸子著『にほんごで働く！ビジネス日本語３０時間』スリーエーネットワーク 2009 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養うことができたか。 
2. ビジネスマナーの理解を深めることができたか。 
3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力が身に

ついたか。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力がついたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.1～5の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.6～10の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.11～17の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.20～21の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

     ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.22～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第７回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.25～29の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第８回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.30～34の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.35～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.44～45の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.46～47の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～2 復習 
事前学習 教科書 pp.1～47の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 まとめテストに備える 

事後学習 
まとめテストでわからなかったところを確

認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 ビジネスケースを読んで、各段落を要約してください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ７段落） 

実施期間：第４回目の授業後に実施する。 

提出期限：第５回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 2 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ５段落） 

実施期間：第９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第１３回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅱ（教養）B （4 単位） 

３．科目番号 

 

 

 ２．授業担当教員 岩井 智重・ヴェステリ テチアナ・大谷 崇・佐野 あゆみ 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡＢと教養基礎演習ⅢＢ、及びキャリア開発演習ⅠＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、実際のビジネス場面におけるビジネスコミュニケーションを円滑に行うための練習やビジネ

スマナーの理解を深めることを目指す。その過程において、学習者自身の考えを表現し、学習者同士が学び

合えるようなディスカッションを重視していく。そして、このような表現活動を通じて、日本語の語彙力・

文法力も同時に身につける。また、様々なビジネス場面から文化事情や社会状況の考察を行い、ビジネスで

必要な高度なコミュニケーション力を高めることを目標とする。 

８．学習目標 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養う。 
2. ビジネスマナーの理解を深める。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力を身に
つける。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

・高見智子著『ビジネスケースで学ぶ日本語』ジャパンタイムズ 2014 

【参考書】 

・宮崎道子・郷司幸子著『にほんごで働く！ビジネス日本語３０時間』スリーエーネットワーク 2009 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養うことができたか。 
2. ビジネスマナーの理解を深めることができたか。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力が身に
ついたか。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力がついたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.1～5の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.6～10の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.11～17の語彙を予習しておく 

事後学習 

学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.20～21の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.22～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第７回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.25～29の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第８回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.30～34の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.35～41の語彙を予習しておく 

事後学習 

学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.44～45の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.46～47の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～2 復習 
事前学習 教科書 pp.1～47の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 
Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.49～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

ステージ４ タスク２ 

事前学習 教科書 pp.59～69の語彙を予習しておく 

事後学習 

学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 
Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.71～75の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.76～80の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

    ステージ４ タスク２ 

事前学習 教科書 pp.81～91の語彙を予習しておく 

事後学習 

学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 
Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.93～97の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.98～103の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.104～109の語彙を予習しておく 

事後学習 

学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ３ 練習 Ｃ表現練習 

    ステージ４ タスク１・２Ａ 

事前学習 教科書 pp.110～113の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 
Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ４ タスク２Ｂ・３ 

事前学習 教科書 pp.114～115の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 Unit 3～5 復習 
事前学習 教科書 pp.49～115の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２６回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 ビジネスケースを読んで、各段落を要約してください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ７段落） 

実施期間：第４回目の授業後に実施する。 

提出期限：第５回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 2 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ５段落） 



 

 

実施期間：第９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第１３回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

３ 

課題テーマ：Unit 3 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ６段落） 

実施期間：第１６回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１７回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第２５回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

４ 

課題テーマ：Unit 4 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ６段落） 

実施期間：第１９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第２１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第２５回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 



 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅱ（教養）A （2 単位） 

３．科目番号 

GECD4114 

GECD4214 

GECD4314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習・キャリア開発演習ⅠAの履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、就職試験や資格試験のためだけでなく、
有能な社会人として必要な「教養」を身に付けるための一環として、効果的な勉強法を資料や演習問題を使

用しながら実践的に理解する。具体的には、基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学
の公務員関連問題などを解いて、解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作
成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点などを取上げ

て、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導なども行い、現場で役立つ実践的
な能力を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤上記の①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養力や実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、「２０２０年度にあった雇用・労働に関する時事」というテーマで、１つの

ニュースを取り上げ、どういうニュースか説明した上で、そのニュースに対するあなたの考えを1000字程度

で述べる論作文試験を課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『21 年度 最新最強の一般常識』成美堂出版、2019 年 

【参考書】適宜、紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）に

つき 10 点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、

早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、就職活動先である企業や官公庁から、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解

決能力、コミュニケーション能力があると判断される教養力を身につけてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方、就職・資格試験対策

についてなど）、教科書（時事問題の傾向と対策、一般常

識問題の傾向と対策） 

事前学習 就職・進学への対策について考えてくる。 

事後学習 効果的な勉強法を再確認して実践する。 

第２回 政治 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第３回 国際情勢 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第４回 経済 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第５回 産業 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第６回 金融 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第７回 科学・技術 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第８回 自然・環境 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第９回 社会・生活 事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 



 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１０回 教育・文化、スポーツ・芸能 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１１回 国語・社会 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１２回 数学・物理化学 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１３回 レポート課題についてディスカッション及び発表 
事前学習 左記課題について自分の意見を整理する。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ；教科書にある『別冊頻出直前対策 BOOK』にあるトピックスのうち、３つを選び要約を作成する。 

レポート形式；A4 用紙 1 枚（1200 字）程度。ワードで作成することを原則とする。 

実施時期と提出期限；第 1 回の授業時に実施の仕方を説明し、5 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ；英語（教科書 pp.192～207）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 11 回の授業時に実施し、12 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅱ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD4114 

GECD4214 

GECD4314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習・キャリア開発演習Ⅰの履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、就職試験や資格試験のためだけでなく、
有能な社会人として必要な「教養」を身に付けるための一環として、効果的な勉強法を資料や演習問題を使

用しながら実践的に理解する。具体的には、基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学
の公務員関連問題などを解いて、解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作
成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点などを取上げ

て、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導なども行い、現場で役立つ実践的
な能力を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤上記の①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養力や実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、「活力ある地域にするためにあなた（公務員になったと仮定すること）が貢

献できることを、自身の今まで得てきた知識や経験を元に述べなさい」というテーマで1000字程度の論作文

を書く。 

10．教科書・参考

書・教材 

A.『2021 年度版 地方上級・教養試験 過去問 500』実務教育出版、2019 年 

B.『2020 年度版 論文試験 頻出テーマのまとめ方』実務教育出版、2020 年 

 ※昨年度キャリア開発演習ⅠA を履修し購入した者はそのままである。 

C.『成功する！公務員の面接採用試験』成美堂出版、2019 年 

【参考書】参考書は指定しないが、併せて就職支援課主催の公務員試験対策講座の受講がお薦めである。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）に

つき 10 点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、

早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、就職活動先である企業や官公庁から、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解

決能力、コミュニケーション能力があると判断される教養力を身につけてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方など）、就職・資格試

験対策（勉強法、小論文の書き方、面接の基本的な準備に

ついて） 

事前学習 就職・進学への対策について考えてくる。 

事後学習 効果的な勉強法を再確認して実践する。 

第２回 政治① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第３回 政治② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第４回 政治③（同和問題含む） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第５回 経済① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第６回 経済② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第７回 社会 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第８回 文章理解 事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 



 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第９回 数学① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１０回 物理① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１１回 物理② 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１２回 化学① 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１３回 化学② 
事前学習 今までの学習を復習してくる。 

事後学習 できなかった問題中心に復習する。 

第１４回 生物① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１５回 生物② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第１６回 地学① 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１７回 地学② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第１８回 面接対策（導入の質問・志望動機に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１９回 小論文対策（男女共同参画社会） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２０回 面接対策（自己に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２１回 小論文対策（社会貢献と NPO） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２２回 面接対策（職業観に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２３回 小論文対策（科学技術と人間） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２４回 面接対策（学生生活に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２５回 面接対策（交友関係に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２６回 面接対策（社会問題に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

課題研究 

1 

研究課題テーマ；文章理解（教科書 pp.304～347）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 4 回の授業時に実施し、6 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

2 

研究課題テーマ；資料解釈（教科書 pp.506～530）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 10 回の授業時に実施し、12 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

3 

研究テーマ；抽象課題（教科書 pp.236）を書いて提出する。なお、教科書 pp.231～239を読んでから取り組むこと。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 19 回の授業時に実施し、20 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

4 

研究課題テーマ；グラフ・データ問題（教科書 pp.244）を書いて提出する。なお、教科書 pp.240～248を読んでから取

り組むこと。 



 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 23 回の授業時に実施し、24 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育学概論（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE1101 

２．授業担当教員 後藤 泰博 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は教育という営みに深い関心を持ち、「教育とは何か」ということを考え始めている人に対し、教育（学）

の基本的な概念と基礎理論について概括することを通して、受講者一人ひとりが、教育（学）の観点から今
日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい教育」のあり方を考える上で求められる基礎的
知識の修得を目的とする。具体的には、主に小学校教諭になるための土台となる教育の基本的概念や理念に

はどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのように現れてきたかについて学ぶとと
もに、これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかについて、受講者同士の対
話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

1. 教育のさまざまな側面に触れることで、各自のこれまでの教育概念を揺さぶり、それぞれが教育という営

みを再考できるようになること。 

2. 教育に関する代表的な論考やアプローチから教育の射程の広さを学び、教育理解に関する柔軟さ、そして

教育実践における覚悟と責任と寛容さを培えるようになること。 

3. ディスカッションや発表を通して、表現力やコミュニケーション能力の向上を 図ること。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書を事前に熟読し、学習内容の予習をしておく。授業内容や感想について適宜、簡単なレポートの提出

を求める場合がある。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
『教育学をつかむ〔改訂版〕』木村 元／小玉 重夫／船橋 一男 有斐閣 2019年。 

【参考書】 

勝野正章・庄井良信「問いからはじめる教育学」有斐閣 2015 
島田和幸・髙宮正貴「よくわかる！教職エクササイズ 教育原理」ミネルヴァ書房 2018 

安藤忠彦・児島邦宏・藤井千春・田中博之「よくわかる 教育学原論」ミネルヴァ書房 2012 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育学の基本的概念・教育に関する歴史・思想を理解し、自分の言葉で説明できる力を身につけたか。 

（知識・理解） 

2. 教育理解に関する柔軟さ、保育・教育実践に求められる態度・姿勢を身につけることができたか。 

（関心・意欲・態度） 

3. 教育学に関する基本的な理論を理解した上で、教育という営みを再考することができるようになり、ディ
スカッションや発表を通して自分の意見を伝える力を身につけることができたか。  （判断力・表現力） 

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

1. 授業への取り組み姿勢（ディスカッションやグループワークへの積極的参加度） 総合点の３０％ 

2. 授業内での課題提出（小テスト・中間レポート等）              総合点の４０％ 

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

一方通行の授業ではなく、受講生自身も発表する機会があるので積極的な参加を望む。 

この講義を通して教育学の基礎を学ぶと同時に、教育への興味・関心を高め、自分なりの教育観を持つこと

ができるようになってほしい。 

 

13．オフィスアワー 初回講義で告知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

教育と子ども① 
教育とは何かについて子ども観の変遷を通し
て学習する。 
 

事前学習 
教科書第１章を読み、教育の定義と意義・目的に関する
予備知識を持つ。 

事後学習 「子ども観の変遷」についてワークシートにまとめる。 

第２回 
教育と子ども➁ 
教育とは何かについて人間の発達を通して学
習する。 

事前学習 
教科書第１章を読み、教育の定義と意義・目的に関する
予備知識を持つ。 

事後学習 
「人間の発達と教育」についてワークシートにまとめ
る。 

第３回 
教育と社会① 
学校とは何かについて国民国家と教育の関係
を通して学習する。 

事前学習 
教科書第２章を読み、教育思想に関する予備知識を持
つ。 

事後学習 
「国民国家と教育の関係」についてワークシートにまと
める。 

第４回 
教育と社会➁ 
学校とは何かについて社会変動と教育の関係
について学習する。 

事前学習 
教科書第２章を読み、教育思想に関する予備知識を持
つ。 

事後学習 
「社会変動と教育の関係」についてワークシートにまと
める。 

第５回 
教育の目的① 
近代の教育思想について学習する。 

事前学習 
教科書第３章を読み、近代の教育思想についての予備知
識を持つ。 

事後学習 「近代の教育思想」についてワークシートにまとめる。 

第６回 

教育の目的➁ 
ジェンダーとセクシュアリティ、リテラシー
と教養など、現代の教育課題について学習す
る。 
 

事前学習 
教科書第３章を読み、現代の教育思想に関する予備知識
を持つ。 

事後学習 「現代の教育課題」についてワークシートにまとめる。 



 

 

第７回 
ペダゴジーのグランドデザイン 
学ぶということについて、目標・評価・学力、 
カリキュラム開発の視点から学習する。 

事前学習 
教科書第４章を読み、「学び」についての予備知識を持
つ。 

事後学習 
学びについてカリキュラムの視点からワークシートに
まとめる。 

第８回 

ペダゴジーの遂行（１） 
学習の過程と形態、メディアとしての教材と
教科書、学びの空間のデザインについて学習
する。 

事前学習 
教科書第５章を読み、「学習課程、教材、学びの空間デザ
イン」という視点を持つ。 

事後学習 
学習を実際に行うための「学習課程、教材、学びの空間
デザインという視点」をレポートにまとめる。 

第９回 
ペダゴジーの遂行（２） 

生活指導及び教育相談について学習する。 

事前学習 
教科書第６章を読み、生活指導・教育相談について予備
知識を持つ。 

事後学習 生活指導及び教育相談についてレポートにまとめる。 

第１０回 
ペダゴジーの担い手 
教師の力量とアイデンティティの形成及び教
職の専門職化について学習する。 

事前学習 
教科書第７章を読み、教職についての具体的な予備知識
を持つ。 

事後学習 
「教師の力量とアイデンティティの形成及び教職の専
門職化」についてレポートにまとめる 

第１１回 
教育の制度 
教育行政と学校の統治、教育における法と政
治について学習する。 

事前学習 
教科書第８章を読み、教育行政、教育における法と政治
についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育行政と学校の統治、教育における法と政治」につ
いてレポートにまとめる。 

第１２回 

教育の接続 
学校接続と中等教育、高等教育、進路指導／キ
ャリア教育、社会教育と生涯学習について学
習する 

事前学習 
教科書第９章を読み、生涯学習に関する思想についての
予備知識を持つ。 

事後学習 
生涯教育・社会教育の理念と意義をワークシートにまと
める。 

第１３回 

共生の教育 
子どもの学習と参加の権利、多文化教育、特別
ニーズ教育／インクルーシブ教育、グローバ
リゼーションと教育開発、シティズンシップ
について学習する。 

事前学習 
教科書第１０章を読み、共生の教育に関する予備知識を
持つ。 

事後学習 
「現代社会における教育課題」について、様々な視点か
らレポートにまとめる。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：「学力は遺伝か環境か」について自分の考えを記述する。 
レポート形式：所定の A4 用紙 １ 枚（1600 字程度） 
実施時期：第 2 回の授業後に実施する。  
提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回授業終了後に教室で行
う。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：表現力を身に付けるため、 教科書の中で興味を持った事柄について調べ、発表すること（グループ可
4 人以内）。 
形式：パワーポイント 10 分程度の発表 。 
実施時期：第 4 回の授業から順次、全員が実施する。発表内容等について質問がある場合は授業で随時受け付け適宜指
導する。  
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育学概論（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE1101 

２．授業担当教員 高橋 勝 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は教育という営みに深い関心を持ち、「教育とは何か」ということを考え始めている人に対し、教育（学）

の基本的な概念と基礎理論について概括することを通して、受講者一人ひとりが、教育（学）の観点から今
日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい教育」のあり方を考える上で求められる基礎的
知識の修得を目的とする。具体的には、主に小学校教諭になるための土台となる教育の基本的概念や理念に

はどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのように現れてきたかについて学ぶとと
もに、これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかについて、受講者同士の対
話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

1. 教育のさまざまな側面に触れることで、各自のこれまでの教育概念を揺さぶり、それぞれが教育という営

みを再考できるようになること。 

2. 教育に関する代表的な論考やアプローチから教育の射程の広さを学び、教育理解に関する柔軟さ、そして

教育実践における覚悟と責任と寛容さを培えるようになること。 

3. ディスカッションや発表を通して、表現力やコミュニケーション能力の向上を 図ること。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業前に学習課題をよく読み、学習内容の予習をしておく。授業内容や感想について適宜、簡単なレポート

の提出を求める場合がある。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】高橋勝編『教職概論』一藝社、2014。 

【参考書】高橋勝ほか『教育学の基礎』一藝社、2010。 

高橋勝『子どもが生きられる空間――生・経験・意味生成』東信堂、2014。 

          江原武一・山崎高哉著『基礎教育学』放送大学教育振興会、2010。 

今井康雄編『教育思想史』有斐閣、2009。 

田中智志・橋本美保編『教育の理念・歴史』一藝社、2013。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育学の基本的概念・教育に関する歴史・思想を理解し、自分の言葉で説明できる力を身につけたか。 

（知識・理解） 

2. 教育理解に関する柔軟さ、保育・教育実践に求められる態度・姿勢を身につけることができたか。 

（関心・意欲・態度） 

3. 教育学に関する基本的な理論を理解した上で、教育という営みを再考することができるようになり、ディ
スカッションや発表を通して自分の意見を伝える力を身につけることができたか。  （判断力・表現力） 

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

1. 授業への取り組み姿勢（ディスカッションやグループワークへの積極的参加度） 総合点の３０％ 

2. 授業内での課題提出（小テスト・中間レポート等）              総合点の４０％ 

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

一方通行の授業ではなく、受講生自身も発表する機会があるので積極的な参加を望む。この講義を通して教

育学の基礎を学ぶと同時に、教育への興味・関心を高め、自分なりの教育観を持つことができるようになっ

てほしい。 

13．オフィスアワー 初回講義で告知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス 
事前学習 

これまで受けてきた「教育」の意味を考える。教科書を
概観する。 

事後学習 
教育学に関係のある教育分野について調べ、ワークシ
ートにまとめる。 

第２回 人間形成（人間性と人格の概念）と教育 
事前学習 

人間性と人格とは何かについて調べ、そのイメージを
まとめておく 

事後学習 
人間形成と教育について、考えたことや疑問をワーク
シートにまとめる。 

第３回 社会化作用（家庭、地域という集団）と教育 
事前学習 

家庭、地域などの集団の有する社会化作用について、調
べておく。 

事後学習 
社会化作用によって無意識に内面化される言語、習慣、
価値観などが、人間を定型化する事例を調べて書く。 

第４回 子どもの発達と教育 
事前学習 

子どもの成長、発達、自立、関係発達などの概念につい
て調べる。 

事後学習 
多様な人間関係のなかで、子どもが発達するという事
例を、いくつか挙げてみる。 

第５回 
西洋教育思想の展開（１）―古代ギリシア（教
養が人間性を育む――ソクラテス、プラトン） 

事前学習 
古代ギリシアのリベラル・アーツと自由教育の理念に
ついて調べる。 

事後学習 
古代ギリシアにおける教養と人間性とは何かを調べ
て、小レポートにまとめる。 

第６回 
西洋教育思想の展開（２）―近代（「子どもの
発見」と新しい教育意識――J.-J.ルソー） 

事前学習 
J.J ルソーの子ども観と教育観は、それ以前のものとど
こが異なるのかを調べる。 

事後学習 
「子どもの発見」とは何か。「新しい教育意識」とは何
かを調べて、自分の考えをまとめる。 

  



 

 

第７回 
西洋教育思想の展開（３）―現代（進歩する社
会と子どもの発達――J.デューイ） 

事前学習 
J.デューイの子ども、学校、社会に関する考え方を調べ
ておく。 

事後学習 
J.デューイの実験学校で行われた進歩主義的教育の内
容を説明する。 

第８回 
日本の教育思想の展開（１）―近代（知性が人
生を開く――福沢諭吉） 

事前学習 
福沢諭吉の『学問のすすめ』初編（第 1 編）を読み、彼
の教育観を調べておく。 

事後学習 
福沢諭吉の「独立自尊」というコトバの意味を調べ、小
レポートに書く。 

第９回 
日本の教育思想の展開（２）―現代１（教育の
民主化――アメリカ教育使節団報告書） 

事前学習 
第二次大戦直後に発表されたアメリカ教育使節団報告
書（第一次、第二次）の概要を調べる。 

事後学習 
アメリカ教育使節団報告書が、日本の戦後教育の再建
に果たした役割をまとめる。 

第１０回 
日本の教育思想の展開（３）―現代２（教育の

国際化・個性化――臨時教育審議会最終答申） 

事前学習 
臨時教育審議会最終答申（1987 年）の主な政策提言を
調べる。 

事後学習 
教育の国際化、個性化、生涯学習という基本理念につい
て、現在の時点からどう考えるか、意見をまとめる。 

第１１回 子どもの探究活動と授業展開 
事前学習 

子どもの思考力、判断力、表現力と学びに向かう態度を
どう育てるのかについて、調べる。 

事後学習 
問題解決学習の考え方と授業展開について、意見交換
をする。 

第１２回 生涯学習の基礎を学ぶ学校 
事前学習 

学校は単に知識・技能を修得するだけでなく、子どもの
生涯学習の基礎を学ぶ場所であることの理由を記す。。 

事後学習 
ホモ・ディスケンス（homo・discens、自ら学ぶヒト）
とは何か。その意味を調べる。 

第１３回 生涯学習と多世代型コミュニティづくり 
事前学習 

大人は、なぜ学ぶ必要があるのか。地元の社会教育施設
の現状を調べる。 

事後学習 
生涯学習は、子どもから高齢者に至る多世代の出会い
と地域コニュニティづくりにつながる理由を述べる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 4 回の講義内容を踏まえて、「子どもの成育過程において社会化と教育の有する意味」に
ついてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙、横書き 1 枚（1200 字程度） 
提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導、質疑応答、意見交換等を、第 6 回授業終了後に教室で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受付け、適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導、質疑応答、意見交換等を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 5 回～第 10 回の講義内容を踏まえて、「近代教育思想の子ども観、教育観」についてレポートにま
とめなさい。 
レポート形式：A4 用紙、横書き 1 枚（1200 字程度） 
提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導、質疑応答、意見交換等を、第 12 回授業終了後に教室で行う。 
添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受付け、適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導、質疑応答、意見交換等を通して学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育学概論（初等） （2単位） 

３．科目番号 SJMP1105 

２．授業担当教員 攪上 哲夫 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 春期 

６ 履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は教育という営みに深い関心を持ち、「教育とは何か」ということを考え始めている人に対し、教育（学）

の基本的な概念と基礎理論について概括することを通して、受講者一人ひとりが、教育（学）の観点から今

日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい保育・教育」のあり方を考える上で求められる

基礎的知識の修得を目的とする。具体的には、主に保育士・幼稚園（または小学校教諭）になるための土台

となる教育の基本的概念や理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのよう

に現れてきたかについて学ぶとともに、これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してき

たのかについて、受講者同士の対話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

1. 教育のさまざまな側面に触れることで、各自のこれまでの教育概念を揺さぶり、それぞれが教育という営

みを再考できるようになること。 

2. 教育に関する代表的な論考やアプローチから教育の射程の広さを学び、教育理解に関する柔軟さ、そして

教育実践における覚悟と責任と寛容さを培えるようになること。 

3. ディスカッションや発表を通して、一対多という状況の中でも物怖じしない態度を身につけられるように

なること。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．授業内課題の提出 

2．前半・後半、２回の課題レポートを課す。 

3．各回の課題をまとめ、小レポートを課す。いずれも授業時に詳細を伝えます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】勝野正章・庄井良信著『問いからはじめる教育学』有斐閣ストゥディア 2016年 

【参考書】 

田島一・中野新之祐・福田須美子・狩野浩二（著）『新版補訂版 やさしい教育原理』有斐閣アルマ 2016年 

牛渡敦著『教育学原論』中央法規出版、2008年。 

江原武一・山崎高哉著『基礎教育学』放送大学教育振興会、2010年。 

小田豊・森眞理編著『新保育ライブラリー 教育原理』北大路書房、2009年。 

広田照幸・塩崎美穂編『保育・教育実践テキストシリーズ 教育原理 保育実践への教育学的アプローチ』

樹村房、2010年。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第４版』中央法規、2013年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育学の基本的概念・教育に関する歴史・思想を理解し、自分の言葉で説明できる力を身につけたか。 

（知識・理解） 

2. 教育理解に関する柔軟さ、保育・教育実践に求められる態度・姿勢を身につけることができたか。 

（関心・意欲・態度） 

3. 教育学に関する基本的な理論を理解した上で、教育という営みを再考することができるようになり、ディ

スカッションや発表を通して自分の意見を伝える力を身につけることができたか。  （判断力・表現力） 

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

1. 授業への取り組み姿勢（ディスカッションやグループワークへの積極的参加度） 総合点の３０％ 

2. 授業内での課題提出（小テスト・中間レポート等）              総合点の４０％ 

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教育学とは何か。将来、教育、保育分野に関わろうとする皆さんと共に考えていきます。「教育」への疑問を

持ち、それに対する自分なりの見識を持つことが重要です。本講義では、学問としての「教育学」に触れな

がら、今後あるべき教育の方向を見出していきたいと思います。 

13．オフィスアワー 初回授業時に案内します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス 

事前学習 
これまで受けてきた「教育」の意味を考える。教科書

を概観する。 

事後学習 
教育学に関係のある教育分野について調べ、ワークシ

ートにまとめる。 

第２回 第 1章 「よい教育ってどんな教育？」 

事前学習 
教科書 pp.2~14 を読み、受講者が考える教育の原風景

をイメージしておく。 

事後学習 
教育の原義について振り返り、ワークシートにまとめ

る。 

第３回 第 2章「教育を社会の視点から考えて見よう」 

事前学習 
教科書 pp.15~25を読み、教育の国家的・社会的意義、

教育と不平等について予習する。 

事後学習 
教育の目的と機能についてまとめ、今後の日本の教育

の進む方向を確認する。 

  



 

 

 

第４回 第 3章「子どもという存在・人間という存在」 
事前学習 

教科書 pp.28~41を読み、子どもと発達についての予備

知識を持つ。 

事後学習 子どもと発達についてワークシートにまとめる。 

第５回 第 5章「教育を受ける権利」 

事前学習 
教科書 pp.58~70を読み、教育を受ける権利の変遷につ

いての予備知識を持つ。 

事後学習 
教育勅語から教育基本法、子どもの権利条約について

ワークシートにまとめる。 

第６回 第 6章「子どもの学びを支える仕組み」 
事前学習 

教科書 pp.71~85 を読み、公教育の仕組みについての

予備知識を持つ。 

事後学習 公教育の意味についてワークシートにまとめ。 

第７回 第 8章「学校では何を学ぶの？」 

事前学習 
教科書 pp.104~117を読み、教育課程についての予備知

識を持つ。 

事後学習 
教育課程と学習指導要領についてワークシートにまと

める。 

第８回 第 9章「よい先生ってどんな先生？」 

事前学習 
教科書 pp.118~129を読み、日本の教員養成制度につい

ての予備知識を持つ。 

事後学習 
日本の教員養成制度の仕組みについてワークシートに

まとめる。 

第９回 
第 10 章「どんなふうに子どもと接したらよい

のか？ 

事前学習 
教科書 pp.130~144を読み、子ども理解についての予備

知識を持つ。 

事後学習 子ども理解の基本についてワークシートにまとめる。 

第１０回 第 11章「子どもがよく学ぶためには？」 

事前学習 
教科書 pp.146~160を読み、子ども理解とカリキュラム

についての予備知識を持つ。 

事後学習 
子どもの問いを重視した教育方法についてワークシー

トにまとめる。 

第１１回 
第 12 章「学校を卒業したら学ばなくてよいの
か？」 

事前学習 
教科書 pp.161~171を読み、生涯学習についての予備知

識を持つ。 

事後学習 
生涯学習、学びの再考についてワークシートにまとめ

る。 

第１２回 第 13章「教育と学校の未来はどうなるの？」 
事前学習 

教科書 pp.174~182を読み、教育と学校の未来について

の予備知識を持つ。 

事後学習 教育と学校の未来についてワークシートにまとめる。 

第１３回 まとめ 

事前学習 
教科書、配布資料を読みなおし、これまでの 12回の授

業内容を振り返る。 

事後学習 
授業内容を踏まえたうえで、理解が不足していた点を

再度学習する 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第２回～第４回の講義内容を踏まえて、「人間が人間に教えるという営み（教授行為）とその方法（教

育方法）」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,400字程度）第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第２回～第６回の講義内容を踏まえて、「学校が作られた歴史的背景と目的」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1.400字程度）第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第８回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１０回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育学概論（初等）／教育学概論（初等・幼） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1105 

２．授業担当教員 後藤 泰博 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 春期／秋期 

６ 履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は教育という営みに深い関心を持ち、「教育とは何か」ということを考え始めている人に対し、教育（学）

の基本的な概念と基礎理論について概括することを通して、受講者一人ひとりが、教育（学）の観点から今

日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい保育・教育」のあり方を考える上で求められる

基礎的知識の修得を目的とする。具体的には、主に保育士・幼稚園（または小学校教諭）になるための土台

となる教育の基本的概念や理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのよう

に現れてきたかについて学ぶとともに、これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してき

たのかについて、受講者同士の対話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

1. 教育のさまざまな側面に触れることで、各自のこれまでの教育概念を揺さぶり、それぞれが教育という営

みを再考できるようになること。 

2. 教育に関する代表的な論考やアプローチから教育の射程の広さを学び、教育理解に関する柔軟さ、そして

教育実践における覚悟と責任と寛容さを培えるようになること。 

3. ディスカッションや発表を通して、一対多という状況の中でも物怖じしない態度を身につけられるように

なること。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①宿題として、次回の授業内容と関連する用語調べを求めることもある。 

②以下の内容のレポートを求める。最後の授業までに必ず提出する（成績評価の対象であるとともに、授業

で用いるため必ず提出すること） 

 ・教育や保育にかかわる新聞記事を探し、その概要を記す。（200字程度） 

 ・それについて授業内容やテキストの記述をふまえてコメントを付す。（800～1200字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
改訂第 3版 新 保育士養成講座編纂委員会『新 保育士養成講座 第２巻 教育原理』全国社会福祉協議会、
2018年。 

【参考書】 

広田照幸・塩崎美穂編『保育・教育実践テキストシリーズ 教育原理 保育実践への教育学的アプローチ』
樹村房、2010年。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第４版』中央法規、2013年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育学の基本的概念・教育に関する歴史・思想を理解し、自分の言葉で説明できる力を身につけたか。 

（知識・理解） 

2. 教育理解に関する柔軟さ、保育・教育実践に求められる態度・姿勢を身につけることができたか。 

（関心・意欲・態度） 

3. 教育学に関する基本的な理論を理解した上で、教育という営みを再考することができるようになり、ディ
スカッションや発表を通して自分の意見を伝える力を身につけることができたか。  （判断力・表現力） 

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

1. 授業への取り組み姿勢（ディスカッションやグループワークへの積極的参加度） 総合点の３０％ 

2. 授業内での課題提出（小テスト・中間レポート等）              総合点の４０％ 

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１）授業は講義を中心に展開していきますが、議論や発表など学生が参加できるような機会をつくります。

そのような場では、ぜひ積極的に取り組んでください。 

２）授業中の迷惑行為（私語など）、飲食、携帯電話やゲーム機の使用などは禁止します。マナー違反の学生

に対しては減点するともに退室を命じます。 

３）厳正な出席管理をするために指定する座席に着席してください。また、授業中の許可のない教室の出入

りは認めません。 

４）遅刻は３０分までの入室とし、それを超えると欠席となります。 

13．オフィスアワー 授業内で提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
教育の意義・目的（１） 

−「教育」と「保育」とめぐる歴史的経緯− 

事前学習 
教科書第１章第１節～２節を読み、教育の定義と意義・

目的に関する予備知識を持つ。 

事後学習 「ルソーの教育論」についてワークシートにまとめる。 

第２回 

教育の意義・目的（２） 

−教育と児童福祉との関連性・人間形成と仮定・

地域・社会等との関連性− 

事前学習 
教科書第１章第３節～第４節を読み、教育と児童福祉

との関連性に関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育と福祉」・「人間形成と家庭・地域・社会との関連

性」についてワークシートにまとめる。 

第３回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（１） 

−古代から中世の教育と教育思想− 

事前学習 
教科書第２章第１節を読み、古代から中世の教育と教

育思想に関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「古代から中世の教育と教育思想」についてワークシ

ートにまとめる。 



 

 

 

第４回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（２） 

−近世から近代の教育と教育思想 

事前学習 

教科書第２章第１節を読み、コメニウス・ロック・ルソ

ー・ペスタロッチ・フレーベルの教育思想と子ども観

ついての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育思想と子ども観の関係」についてワークシート

にまとめる。 

第５回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（３） 

−近代公教育制度の確立と教育学の発展− 

事前学習 

教科書第２章第 1 節を読み、ヘルバルト・デューイ・

モンテッソーリの教育思想と子ども観ついての予備知

識を持つ。 

事後学習 
「教育思想と子ども観の関係」についてワークシート

にまとめる。 

第６回 
日本の教育の思想と歴史的変遷（１） 

−古代から近世の教育と教育思想− 

事前学習 

教科書第２章第２節を読み、日本の古代から近世まで

の教育思想と子ども観の歴史についての予備知識を持

つ。 

事後学習 
「近世の教育思想と子ども観」についてワークシート

にまとめる。 

第７回 
日本の教育の思想と歴史的変遷（２） 

−近代・現代の教育と教育思想− 

事前学習 
教科書第２章第２節を読み、日本の近代以降の教育思

想と子ども観の歴史についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「日本の教育思想における子ども観の歴史的変遷」に

ついてワークシートにまとめる。 

第８回 
学校教育制度に関する歴史とその社会的機能

について 

事前学習 
教科書第３章第１節～第４節を読み、「学校教育の機

能」と「子どもの権利」についての予備知識を持つ。 

事後学習 「学校教育制度の課題」についてレポートにまとめる。 

第９回 諸外国の教育制度について 

事前学習 

教科書第３章第５節を読み、諸外国の教育のしくみを

読み、関心のある国の教育制度の特徴についてレポー

トにまとめてくる。 

事後学習 
国別グループ発表をふまえ、諸外国の教育制度からの

学びをレポートにまとめる。 

第１０回 
教育実践に関する歴史と思想（１） 

−教育方法の歴史・学習理論− 

事前学習 
教科書第４章第１節を読み、教育方法の歴史・学習理

論についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「デューイの思想が教育実践に与えた影響」について

レポートにまとめる 

第１１回 
教育実践に関する歴史と思想（２） 

−教育内容・指導原理− 

事前学習 
教科書第４章第２節を読み、カリキュラムや指導原理

についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育実践の多様な取り組み」についてレポートにま

とめる。 

第１２回 生涯教育・社会教育に関する歴史と思想 

事前学習 
教科書第５章第１章を読み、生涯学習に関する思想に

ついての予備知識を持つ。 

事後学習 
生涯教育・社会教育の理念と意義をワークシートにま

とめる。 

第１３回 現代社会における教育課題 

事前学習 
教科書第５章第２節を読み、現代社会の教育的課題に

関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「現代社会における教育課題」について、歴史的な視

点からレポートにまとめる。 

課題研究 1 

課題研究テーマ： 「あそびと学習」について自分の考えを記述する。 
レポート形式：所定の A4 用紙 １ 枚（1600 字程度）  
実施時期：第 2 回の授業後に実施する。  
提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回授業終了後に教室で行
う。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

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

課題研究 2 

課題研究テーマ：表現力を身に付けるため、 教科書の中で興味を持った事柄について調べ、発表すること（グループ
可 4 人以内）。 
形式：パワーポイント 10 分程度の発表 。 
実施時期：第 4 回の授業から順次、全員が実施する。発表内容等について質問がある場合は授業で随時受け付け適宜
指導する。  

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育学概論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1314 

EDTS1101 
２．授業担当教員 北林 敬 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は教育という営みに深い関心を持ち、「教育とは何か」ということを考え始めている人に対し、教育

（学）の基本的な概念と基礎理論について概括することを通して、受講者一人ひとりが、教育（学）の観点
から今日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい教育」のあり方を考える上で土台となる
教育の理念・歴史及び思想に関する基礎的知識の修得を目的とする。 

具体的には、人間の営みとしての教育の歴史において、どのような教育思想が、どのように現れてきたかに
ついて学ぶとともに、今日的な教育の理念や思想、理論の意義について、子ども・教育方法・学校教育等の
観点からとらえ直し、受講者同士の対話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

1.  教育に関する多様な考え方にふれることを通して、今日の教育的事象に関心をもつことができる。 

2. 「子どもの発見」以来の子ども観の変遷について理解した上で、「人間形成」という観点から教育につい

て考えることができる。 

3.  時代や社会の変化に応じて様々な教育思想や理論が生み出されてきたが、それらの今日的な意義につい
て理解を深め、「よりより教育とは何か」を考えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

予習課題や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにするとともに、

問題解決力を培うように努めること。 

1．ワークシート（ミニレポートを含み、各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

2．課題研究レポート①「教育学概論を学ぶ意義について述べよ。」(1000字) 

  課題研究レポート②「子どもの権利条約の意義について述べよ。」（1000字） 

3．期末課題 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

田嶋一・中野新之祐・福田須美子・狩野浩二『やさしい教育原理[第３版]』有斐閣アルマ、2016。 

【参考書】 

勝野正章・庄井良信『問いからはじめる教育学』有斐閣、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育学の基本的概念・教育に関する歴史・思想を理解し、自分の言葉で説明できる力を身につけたか。 

（知識・理解） 

2. 教育理解に関する柔軟さ、教育実践に求められる態度・姿勢を身につけることができたか。 

（関心・意欲・態度） 

3. 教育学に関する基本的な理論を理解した上で、教育という営みを再考することができるようになり、ディ

スカッションや発表を通して自分の意見を伝える力を身につけることができたか。  （判断力・表現力） 

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

1. 授業への取り組み姿勢（ディスカッションやグループワークへの積極的参加度） 総合点の３０％ 

2. 授業内での課題提出（小テスト・中間レポート等）              総合点の４０％ 

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業中は私語を慎み、携帯電話の電源を切って参加すること。 

2．グループワークやグループ討議には積極的に参加すること。 

3．授業中に分からなかったことや疑問点は後に残さずに授業後に質問すること。 

4．レポートや課題（ワークシート等）の提出期限を守ること。 

5．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション‐教育学を学ぶ意義について‐ 
教育とは何か（第 1 章）① 

事前学習 
教科書「はじめに」（pp.ⅰ～ⅵ）・目次他（pp.
ⅶ～ⅹⅷ）第１章１（pp.１～13）を読んで
おく。 

事後学習 
教育学を学ぶ意義について自分なりに考え
をまとめておく。 

第２回 教育とは何か（第１章）② 

事前学習 
教科書「第１章」２・３．４（pp.13～42）
を読み、分からない部分をチェックしてお
く。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

第３回 学校とは何か（１）（第２章） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.43～59）を読み、分か
らない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

  



 

 

第４回 学校とは何か（２）（第３章）① 

事前学習 
教科書「第３章」１・２（pp.61～79）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

第５回 学校とは何か（２）（第３章）② 

事前学習 
教科書「第３章」３（pp.79～89）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

第６回 こころとからだを育てる（第４章）① 

事前学習 
教科書「第４章」１・２・３（pp.91～107）
を読み、分からない部分をチェックしてお
く。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

第７回 こころとからだを育てる（第４章）② 

事前学習 
教科書「第４章」４・５（pp.107～122）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

第８回 よりよく学ばせ、教えるために（第５章 

事前学習 
教科書「第５章」（pp.123～138）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

第９回 教育評価とは何か（第６章） 

事前学習 
教科書「第 6 章」（pp.139～156）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

第１０回 授業の可能性・学校の可能性（第７章） 

事前学習 
教科書「第 7 章」（pp.157～181）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

第１１回 教師の仕事（第８章） 

事前学習 
教科書「第８章」（pp.183～208）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

第１２回 青年期と教育（第９章） 

事前学習 
教科書「第９章」（pp.209～226）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

第１３回 社会教育と生涯学習（第１０章） 

事前学習 
教科書「第１０章」（pp.227～242）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったこと
をワークシートにまとめ、分からなかったと
ころがあれば教員に質問する。 

課題研究 

1 

「教育学概論を学ぶ意義について述べよ。(1000 字) 」5 月末日締め切り 
添削後 6 月中旬に授業にて返却指導を行う。 
事前学習 
教科書「はじめに」（pp.ⅰ～ⅵ）・目次他（pp.ⅶ～ⅹⅷ）第１章１（pp.１～13）を読んでレポートの構想を練る。 
事後学習 
レポート作成で学んだことをノートにまとめる。 

課題研究 

2 

「子どもの権利条約の意義について述べよ。（1000 字）」 7 月末日締め切り 
添削後 8 月下旬に授業にて返却指導を行う。 
事前学習 
教科書「第１１章」（pp.243～257）を読み、レポートの構想を練る。 
事後学習 
レポート作成で学んだことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育課程論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 
SJTC3411 

EDTE1103 
２．授業担当教員 鈴村 邦夫 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身

の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。」ことの意義や編成の
方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解す
る。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

2. 教育課程編成の基本原理及び学校の教育実践に即した教育課程編成の方法を理解する。  

3. 教科・領域・学年をまたいでカリキュラムを把握し、学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を

理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教育課程について、授業で学んだことから、これからの学校はどうあるべきか、将来今日子供たちが直面す

るであろう社会の変化について触れ、自分の考えを論じてください（1000字程度。提出方法など詳細は講義

中に指示する）。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説｢総則｣』東洋館出版。 

【参考書】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成 29 年 3 月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

２ 近代及び現代日本の教育課程の歩みと教育課程をめぐる現状と課題を理解し、説明できるか。 

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

教育課程は、各学校で編成される教育活動の計画(カリキュラム)です。教育課程（学校のカリキュラム）は、

学校教育法や小学校学習指導要領などを基に、地域の実態や子供の状況などを考慮しながら、学校の特色を

生かして編成します。今年度から小学校では、新学習指導要領が本格実施となり、その教育課程が変更にな

りました。先行き不透明で、予測が困難な時代を生きる子供たちにどのような資質が必要とされているかを

想像し、理解していなければなりません。教師には、学校の教育課程の編成に積極的に関わって、今日的な

課題や子供、地域の実態に応じた具体的なカリキュラムを編成するカが求められています。デザインするだ

けでなく実践し、その後、評価を行いカリキュラムを改善していくカが必要です。目指すべき子供の実現の

ために、そして、子供たちの生き生きとした学習活動を導くために、教師として教育課程の基礎基本を学び、

必要とされるカリキュラム・デザインの力を磨き教師として必要な基礎的知識を高めてください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
〇オリエンテーション 
・「教育課程論」の目標及び学習内容と今 
後の予定、授業の進め方を確認する。 

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 学校での経験を振り返る 

第２回 
〇教育課程とは何か 
・教育課程の定義について考える。 
〇「教育課程論」を学ぶ意義を考え話し合う。 

事前学習 学校生活で時間割があることを考えておく 

事後学習 「教育課程論」を学ぶ意義について復習する。 

第３回 
〇学校教育の目的・目標はどのようになっているか。 
・教育基本法・学校教育法など、目標に関する法規を
基に学校教育の内容を考え話し合う。 

事前学習 学校教育の目的・目標を調べる。 

事後学習 学校教育の目的・目標についてまとめる。 

第４回 

〇学習内容はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則など教育内容にかかわる 
法規を調べる。実際の教育課程届をもとに作成上の
留意点を考え話し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
講義内容をふまえ、教育法規や教育課程届につい

て、配布資料にまとめる。 

第５回 

〇子供や家庭・地域の実態をどのように理解するか。 
・中教審答申の内容を読み取って、実態について 
考えあう。実際の教育課程届から学校の特色を読み
取り話し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 

子供や家庭・地域の実態をどのようにとらえてい

るのか、実態に応じた教育課程の作成をまとめ

る。 

第６回 

〇授業時数等はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則や教科書から授業時間の 
取扱いについて調べ、実際に時間割を作成し、作成

上の留意点や配慮点について考え話し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
授業時数の取扱、教科によって時数の違いや時間

割作成の作成上の留意点をまとめる。 

第７回 

〇教育課程の基準の改善の考え方 
・教育課程の基になる【生きる力】について 
総則の比較対照表を基に調べ、資質・能力に 
ついて考え話し合う。 

事前学習 新学習指導要領の総則を読んでおく。 

事後学習 
｢生きる力｣の内容をまとめるとともに、見方・考

え方の特徴をまとめる。 

第８回 
〇教育課程の実施上の考え方 
・主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善に 

事前学習 
学習指導要領の各教科・領域等の目標から、見方・
考え方について調べておく。 



 

 

ついて、答申や総則を調べ、授業の質の向上を 
考え話し合う。 事後学習 

主体的・対話的で深い学びと授業改善について整

理する。 

第９回 
○言語活動の充実と教科指導 
・言語活動の充実と各教科の基礎的・基本的知識技能
と思考力育成の関係について学び話し合う。 

事前学習 
旧学習指導要領解説（総則）の資料をもとに、習
得型の授業と探究型の授業について調べておく。 

事後学習 言語活動の充実と思考力育成の関係をまとめる。 

第１０回 
○体験活動の充実と学習指導の充実 
・教育課程における体験活動の意義について学び、学
習指導にどのように生かすのか話し合う。 

事前学習 
新学習指導要領に示されている新しい教育の方
向性の資料を読んでおく。 

事後学習 体験学習の充実と教科指導の関連をまとめる。 

第１１回 
○教育課程と道徳教育の推進 
・教育課程における道徳教育の位置づけや意義に 
ついて話し合い、まとめる。 

事前学習 道徳教育について，教科書を読んでおく。 

事後学習 教育課程上の道徳教育の役割をまとめる。 

第１２回 

○カリキュラム・マネジメントと学校評価 
・教育課程の PDCA サイクルの意義を学び、 
学校評価の方法について法規を基に教育課程の充実
や開かれた教育課程について話し合う。 

事前学習 
カリキュラム・マネジメントについて、教科書を
読んでおく。 

事後学習 学校評価の方法についてまとめをしておく。 

第１３回 

○幼小中の連携の充実 
就学前教育や保育と小学校教育、小学校教育と中学校
教育の接続について、その意義と連携の重要性につい
て話し合う。 

事前学習 
幼小中学校の接続に関して、小一・中一プロブレ
ムについて、事前に調べておく。 

事後学習 幼小中学校の接続について、重要性をまとめる。 

課題研究

1 

課題研究テーマ:第 2 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「学習指導要領の変遷」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚 1000 字 

実施時期:第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 6 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回授業終了後に行う。質問は随時受け付ける。 

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

課題研究

2 

課題研究テーマ:第 8 回～第 10 回の講義内容を踏まえて、「新学習指導要領の目指す資質・能力」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚 1000 字 

実施時期:第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に行う。質問は随時受け付ける。 

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

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　小学校長及び教育委員会指導課長の実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1339 

SBMP1339 

SCMP1339 

EDTS1103 

EDTS3303 

２．授業担当教員 磯辺 武雄 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表、グループ学習等 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育課程とは、教育機関（学校）がその教育目標（学校の教育目標）を達成するために児童・生徒に提供

する教育内容と学習経験の組織である。本講義では教育課程について、その意義や編成の方法を理解すると

ともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解することを目的とし

ている。  

まず教育課程の思想や教育課程編成の方法原理・理論を取り上げ、教育課程を編成する上で基本的な概念

について学習する。そして学習指導要領における教育課程編成の目的について理解を深め、学習指導要領の

変遷の歴史を辿り、各時代における主な改訂内容と社会的背景について学ぶ。さらに学習指導要領に規定す

るカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解し、教科・領域・学年をまたいでカリキュラ

ムを把握することの大切さについて学んでいく。 

これらの学習を通して、学習指導要領の基本的方向について理解し、教師として必要となる資質・能力の
基礎を養う。 

８．学習目標 

１．教育課程の思想や理論、教育課程と教育評価の関係を学ぶことによって、教育課程編成の方法に関する

基本的な用語や概念を理解し、説明することができる。 

２．学習指導要領における教育課程編成の目的や学習指導要領の変遷の歴史を辿り、各時代における主な改

訂内容と社会的背景について学ぶことを通して、教育課程の意義を理解することができる。 

３．学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解し、教科・領域・

学年をまたいでカリキュラムを把握することを学び、学校の教育課程全体を評価し、マネジメントする

上での基本的な知識を身に付け、活用することができる。  

９．アサイメント 

（宿題）及び 

レポート課題 

小テスト・レポートを課すことがあります。 

１０．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

田中耕治・水原克敏・三石初雄・西岡加名恵『新しい時代の教育課程 第４版』有斐閣アルマ、2018年 1月 

【参考書】 

田中耕治編『よくわかる教育課程』ミネルヴァ書房、2009年 9月 

【参考資料】 

文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示』東山書房、平成 30 年 3 月 

文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示）』東山書房、平成 31 年 2 月 

１１．成績評価の 

規準と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育課程編成に関する基本的な用語や概念を理解することができたか。 

・学習指導要領における教育課程の意義を理解することができたか。 

・学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解することができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題レポート・ワークシート等           30％ 

・期末試験                                      40％ 

1２．受講生への 

メッセージ 

１．授業中の私語、飲食、無断退出及びスマートフォンの使用等は慎んでください。 

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

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

４．レポート等の提出日は、厳守してください。 

５．新聞・テレビ等における教育に関する時事問題に、常に関心を持ってください。  

1３．オフィスアワー 授業終了後に設けます。  

1４．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション‐教育課程を学ぶ意義について 

事前学習 教科書「序章」（pp.1～17）を読んでおく 

事後学習 
教育課程を学ぶ意義について自分なりに考

えをまとめておく。 

第２回 教育課程の思想と構造‐系統主義と経験主義（第 4 章） 

事前学習 
教科書「第 4 章」１（pp.141～152）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第３回 教育課程の思想と構造‐領域論・履修原理（第 4章） 

事前学習 
教科書「第 4 章」２、３、４（pp.153～167）
を読み、分からない部分をチェックしてお
く。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

  



 

 

第４回 教育課程の編成‐編成の方法（第 5 章） 

事前学習 
教科書「第 5 章」１、２（pp.171～184）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第５回 教育課程の編成‐編成の理論（第 5 章） 

事前学習 
教科書「第 5 章」３、４（pp.184～199）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第６回 
近代日本の教育課程の歩み（第 1 章） 
～近代学校創設／教育課程の近代化と年限延長等～ 

事前学習 
教科書「第 1 章」１，２（PP.19~38）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第７回 
近代日本の教育課程の歩み（第 1 章） 
～大正自由教育／戦時下国民学校の教育課程～ 

事前学習 
教科書「第 1 章」２、３（pp.38～45）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第８回 
現代日本の教育課程の歩み（第 2 章）～戦後の教育改
革から 1998（平成 10）年の学習指導要領改訂まで～ 

事前学習 
教科書「第 2 章」１～６（pp.47～96）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第９回 

※現代日本の教育課程の歩み（第 2 章）～2008（平成
20）年改訂から 2017（平成 29）年の学習指導要領
改訂まで～ 

※グループワーク班分け、GW 課題テーマ等 

事前学習 
教科書「第 2 章」７、８（pp.96～115）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１０回 
グループワーク（１） 
～プレゼン要旨、関連資料等の素案作成～ 

事前学習 
グループワークでの討議資料（紙媒体）等を
事前準備して持参すること。 

事後学習 
プレゼン要旨、関連資料等の素案の確認・整

理をする。 

第１１回 

グループワーク（２） 
～プレゼン要旨、関連資料等の成案（完成原稿）を提
出する～ 
 

事前学習 
プレゼン要旨、関連資料等の素案の校正を熟
考してくること。 

事後学習 
グループ毎にプレゼン準備と予行練習をす

ること。 

第１２回 グループワーク・プレゼン（１） 

事前学習 
グループ毎にプレゼン準備と予行練習をす
ること。 

事後学習 
プレゼンにおいて指摘された問題点等につ

いて、整理・確認する。 

第１３回 グループワーク・プレゼン（２） 

事前学習 
グループ毎にプレゼン準備と予行練習をす
ること。 

事後学習 
プレゼンにおいて指摘された問題点等につ

いて、整理・確認する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教育課程における「生活」と「科学」 をめぐる問題について概説しなさい。 

レポート形式：A4 判用紙 1 枚（本文 1,200 字程度） 

（注意）詳細については、別紙配布の「課題研究レポート提出要領」に必ず依拠して作成・提出すること。 

実施内容：第 1 回授業時に別紙配布の「課題研究レポート提出要領」にて説明する。 

提 出 日：第 7 回授業開始時に提出すること。（これ以降の提出は、原則受理しない。） 

事後学習：レポート作成、添削指導、質疑応答等を通して学んだことを整理してまとめる。 

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：近代学校批判と教育課程、教育課程における平等と質、市民性教育 

実施時期：第 6 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキスト PP.236~240, PP.245~248, PP.272~277 を読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習：講義で学んだことを整理し、分からないところがあれば教員に質問する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3339 

SCMP3339 

SBMP3339 ２．授業担当教員 北林 敬 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表、グループ学習等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育課程とは、教育機関（学校）がその教育目標（学校の教育目標）を達成するために児童・生徒に提供

する教育内容と学習経験の組織である。本講義では教育課程について、その意義や編成の方法を理解すると

ともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解することを目的とし

ている。  

まず教育課程の思想や教育課程編成の方法原理・理論を取り上げ、教育課程を編成する上で基本的な概念

について学習する。そして学習指導要領における教育課程編成の目的について理解を深め、学習指導要領の

変遷の歴史を辿り、各時代における主な改訂内容と社会的背景について学ぶ。さらに学習指導要領に規定す

るカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解し、教科・領域・学年をまたいでカリキュラ

ムを把握することの大切さについて学んでいく。 

これらの学習を通して、学習指導要領の基本的方向について理解し、教師として必要となる資質・能力の

基礎を養う。 

８．学習目標 

１．教育課程の思想や理論、教育課程と教育評価の関係を学ぶことによって、教育課程編成の方法に関する

基本的な用語や概念を理解し、説明することができる。 

２．学習指導要領における教育課程編成の目的や学習指導要領の変遷の歴史を辿り、各時代における主な改

訂内容と社会的背景について学ぶことを通して、教育課程の意義を理解することができる。 

３．学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解し、教科・領域・

学年をまたいでカリキュラムを把握することを学び、学校の教育課程全体を評価し、マネジメントする

上での基本的な知識を身に付け、活用することができる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

予習課題や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにするとともに、
問題解決力を培うように努めること。 
１．ワークシート（ミニレポートを含み、各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．課題研究レポート①「教育課程論を学ぶ意義について述べよ。」（1000字） 
  課題研究レポート②「諸外国の教育課程改革について述べよ。」（1000字） 

３．期末レポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

田中耕治・水原克敏・三石初雄・西岡加名恵『新しい時代の教育課程 第４版』有斐閣アルマ、2018年 

【参考書】 

田中耕治編『よくわかる教育課程』ミネルヴァ書房、2009年 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育課程編成に関する基本的な用語や概念を理解することができたか。 

・学習指導要領における教育課程の意義を理解することができたか。 

・学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解することができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業中は私語を慎み、携帯電話・スマートフォンの電源を切って参加してください。 
２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

３．授業中に分からなかったことや疑問点は後に残さずに授業後に質問してください。 
４．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション‐教育課程を学ぶ意義について‐ 

事前学習 教科書「序章」（pp.1～18）を読んでおく 

事後学習 
教育課程を学ぶ意義について自分なりに考

えをまとめておく。 

第２回 
教育課程の思想と構造‐系統主義と経験主義‐（第 4
章） 

事前学習 
教科書「第 4 章」１（pp.141～152）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第３回 教育課程の思想と構造‐領域論・履修原理‐（第 4章） 

事前学習 
教科書「第 4 章」２、３、４（pp.153～169）
を読み、分からない部分をチェックしてお
く。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

  



 

 

第４回 教育課程の編成      ‐   （第 5 章） 

事前学習 
教科書「第 5 章」１（pp.171～184）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第５回 教育課程の編       ‐   （第 5 章） 

事前学習 
教科書「第 5 章」２、３（pp.184～202）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第６回 カリキュラム・マネジメント  ‐ （第 6 章） 

事前学習 
教科書「第 6 章」４（pp.203～233）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第７回 社会における教育課程‐近代学校批判‐（第 7 章） 

事前学習 
教科書「第 7 章」１、２（pp.235～244）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第８回 
社会における教育課程‐隠れたカリキュラム‐（第 7
章） 

事前学習 
教科書「第 7 章」３、４（pp.245～260）を
読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第９回 近代日本の教育課程の歩み（第 1 章） 

事前学習 
教科書「第 1 章」（pp.19～46）を読み、分か
らない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１０回 
現代日本の教育課程の歩み‐戦後の教育改革から
1998 年の改訂まで‐（第 2 章）  

事前学習 
教科書「第 2 章」１～５（pp.47～87）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１１回 
現代日本の教育課程の歩み‐脱ゆとり教育と学力観の
転換‐（第 2 章） 

事前学習 
教科書「第 2 章」６、７（pp.88～116）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１２回 教育課程開発の新しい動き（第 3 章） 

事前学習 
教科書「第 1 章」（pp.117～140）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１３回 今日的課題への挑戦（第 8 章） 

事前学習 
教科書「第 8 章」（pp.261～292）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

課題研究 

1 

「教育課程論を学ぶ意義について述べよ。（1000 字）」5 月末日締め切り 

添削後 6 月中旬授業にて返却指導を行う。 

事前学習 

教科書「序章」（pp.1～18）を読んでレポートの構想を練る。 

事後学習 

レポート作成で学んだことをノートにまとめる。 

課題研究 

2 

「諸外国の教育課程改革について述べよ。（1000 字）」7 月末日締め切り 

添削後 8 月下旬授業にて返却指導を行う。 

事前学習 

教科書「第 9 章」（pp.293～328）を読み、レポートの構想を練る。 

事後学習 

レポート作成で学んだことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE2305 

EDTE2105 
２．授業担当教員 河合 雅代 

４．授業形態 講義、演習、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学概論」，「心理学入門」，または「発達心理学」など心理系の１科目を履修したことが望ましい 

７．講義概要 

教育心理学とは子どもを教育していく上で必要となる人間科学の知識を提示し、子どもの成長を促すための

より良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学習、人

格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解決のため

の諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それらの知識をい

かに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に対する支援の

在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１．教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２．教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

３．子どもの発達と学習能力を高めるさまざまな要因について理解できるようになる。 

４．教育の目的から考える学校生活のあり方：理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

５．教育現場における心理社会的課題及び必要な支援について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

保育・教育の現場での問題解決に必要な思考力、実践力を高めるために、演習課題などを出します。 

・授業中に、小テストを行い、授業の振り返りのためのリアクションペーパーを提出していただきます。 
・事前学習として、テキストの授業内容との関連部分を読んでおいてください。 
・事後学習として、復習、資料・ノートのまとめを行ってください。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

松原達也編著『教育心理学』丸善出版 2013 年。 

【参考書】 

必要に応じて、適宜、資料を配付する。また、他に参考書がある場合はそのつど指定する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育心理学の基本的な知識を理解し、説明できるか。 

２．教育心理学の知識を教育の場で応用し、活用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度 総合点の３０％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の４０％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「教育」とはどういうことかについて深く考え、そして教育心理学について関心が持てることが受講の前提
となる。 

授業に集中するために、私語、携帯の使用は厳禁です。 

折に触れて、グループディスカッションを行います。自ら考え、授業で出されるさまざまな課題に積極的に
取り組んでください。 

13．オフィスアワー オフィスアワーについては最初のガイダンスで伝えます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 導入：シラバスの説明と教科目標に関して 
事前学習 教育心理学についてイメージを描く 

事後学習 当初のイメージとの違いを考える 

第２回 教育心理学の課題 
事前学習 テキスト第 1章（pp.1～8）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第３回 発達と教育１ 乳幼児期の発達に関してー認知の発達 
事前学習 テキスト第 2章（pp.9～26）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第４回 
発達と教育２ 乳幼児期の発達に関してー社会性、発達
検査 

事前学習 テキスト第 10章（pp.218～223）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第５回 青年期の発達と課題―自分探し 
事前学習 自らの特徴（性格）を考えてみる 

事後学習 講義内容を振り返り、課題研究 1 に取り組む。 

第６回 虐待について―法律も含めて ☆課題研究 1 提出 
事前学習 虐待に関するニュースを一つ探してくる 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第７回 学習指導 学級の心理   課題研究 1 指導 
事前学習 

テキスト第４章（pp.62~85）テキスト第 9 章
（pp.180~198）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第８回 学習理論 
事前学習 テキスト第 6章（pp.114～133）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第９回 動機づけ、授業法 
事前学習 

テキスト第 7 章（pp.134～158）テキスト第 8
章（pp.159~178）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１０回 特別支援教育と発達障害/適応の心理と教育 
事前学習 

テキスト第 3 章（pp.37～43）、テキスト第 5 章
（pp.86～91、108～113）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

第１１回 発達障害について。事例から学ぶ 
事前学習 テキスト第 3 章（pp.44~61）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、課題研究 2 に取り組む 

第１２回 
不登校、いじめについて。事例から学ぶ  
☆課題研究 2 提出 

事前学習 テキスト第 5 章（pp.92~113）を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、配布プリントを見直す 

  



 

 

第１３回 
教育評価/まとめ 授業の総まとめを行う  
課題研究 2 指導 

事前学習 テキスト第 10章（pp.202~225）を読む 

事後学習 
講義内容を振り返り、配布プリントを見直すこ
れまでの授業を振り返り、期末試験の準備をす
る 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「発達心理で学んだ自分の特性」についてレポートにまと

めてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施施時期：第 5 回の授業後に実施とします。  

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出してください。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後

に教室で行います。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適

宜指導します。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだ、「自分の特性」を振り返ってください。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 2 回～第 11  回の講義内容を踏まえて、「自分の目指す教育者像」についてレポートにまとめて

ください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）  

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 提出期限：第 12 回の授業開始時に提出してください。 提出後、添削指

導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で行います。 添削内容等について引き続き質問があ

る場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導します。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し、「自分の目指す教育者像」を再確認してください。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育相談（カウンセリングを含む）（初等） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3214 

２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

教育相談とは、幼稚園・小学校中学校・高等学校など教育現場において、幼児・児童・生徒のこころの問題

を扱うだけでなく、幼児・児童・生徒を取り巻く家族や友人状況、地域・家庭の教育力の低下等、家庭や社

会環境の変化なども考慮しながら進められていく、教育現場における心理的な支援活動である。本授業では、

教師あるいはスク－ルカウンセラ－が行う教育相談活動について、幼児・児童・生徒を理解するために必要

な知識や方法およびカウンセリングを含めた実際の介入方法などについて、知識を深めロールプレイや討論

も交えながら実践力を身につけることを目的とする。 

８．学習目標 

1.教育相談の意義と目的、内容と領域について理解し、説明することができるようになる。 

2.教育現場における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明や討論（事例検討も含める）を
することができるようになる。 

3.教育相談を効果的に展開するため、枠組みとなる代表的なカウンセリングの理論と技術について理解し、 

説明やロールプレイをすることができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面や現代の諸課題について理解し、説明や討論をすることができるよ

うになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・毎回の授業の前には、教科書の指定された箇所を読み、事前のワークシートに書き込んでくること。授業

前に予習テストを必要に応じて行う。 

・レポートは1回提出する。テーマは「いじめもしくは不登校に対して、校内体制の整備を図り、組織的に取

り組むことの必要性、およびその際のポイント」。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

石川正一郎・藤井泰編著『エッセンス学校教育相談心理学』北大路書房,2013。 

【参考書】 

蓮見元子編著『教育相談―子どもの理解とカウンセリング―』大学図書出版,2012。 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書，2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育相談の意義と理論を理解し、説明できるか。 

2. カウンセリングに関する基礎的・基本的事項を理解し、説明やロールプレイをすることができるか。 

3. 教育相談の具体的な進め方やポイントを理解し、組織的な取り組みや他機関との連携の必要性、現代の課

題を把握して説明や討論（事例検討も含める）をすることができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

1. 授業への積極的参加（発言、討議、態度、課題シートへの取り組み） 総合点の 50％ 

2. レポ－ト（小論文、中間レポ－トを含む） 総合点の 50％ 

 上記のほかに、本学の規定である３／４以上の出席が単位取得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義は教職のための資格科目であり、将来の教育者としての思考力、創造力、問題解決能力を養成し、実
践的な理論、技能の獲得を目指している。 

教育現場には、いじめや不登校、「気になる子ども」、保護者への対応など、さまざまな問題があり、それに

対応するための手段として教育相談は近年一層重視されてきている。学校という組織の中で、また地域資源

との連携によって、学校における子どもの問題にどのように対応していけばいいのか、解決を探っていくこ

とのできる教員を目指して学んでいきたい。 

13．オフィスアワー 
初回授業で周知する。 

連絡先：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp  研究室：7号館別館 3階 739号室セブンイレブン上 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（シラバスの確認） 

教育現場における子どもの心の問題や子どもを取
り巻く保護者・教師など様々な環境の問題につい
て、教育相談でどんなことを学んでいくのか、見
通しを立てる。 

事前学習 
シラバスを読んでおく。教育に関するニュ－スの中
で関心をもった事柄を整理しておく。 

事後学習 

今後の授業内容について理解し、本科目で学ぶこと

や自分の関心のある授業内容を説明できるように

まとめる。 

第２回 
教育相談の意義 

教育相談とは何かを知り、教育相談の予防・開発
的な面と治療・矯正的な面を把握する。 

事前学習 
教科書 pp.2～5 を読んで、教育相談の意義について
調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
教育相談の意義で学んだ内容について、ポイントを

まとめる。 

第３回 
教育相談と生徒指導 

教育相談の歴史を検討しながら、教育相談と生徒
指導のあり方を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.5～11 を読んで、教育相談と生徒指導の
違いについて調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
教育相談と生徒指導で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第４回 

来談者中心カウンセリングとカウンセリング･マ

インド 

来談者中心カウンセリングの意義を知り、子ども
に対する教師の態度や姿勢として必要とされるカ
ウンセリング･マインドについて理解し、受容･傾
聴･共感的理解について学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.13～21 を読んで、来談者中心法やカウ
ンセリング･マインドについて調べ、説明できるよ
うにしておく。 

事後学習 

来談者中心カウンセリングで学んだ内容やカウン

セリング･マインドの重要性について、ポイントを

まとめる。 
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第５回 

開発的カウンセリング 

開発的カウンセリングとは何かを知り、構成的グ
ループ･エンカウンターやアサ－ション･トレ－ニ
ングについて学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.23～31 を読んで、開発的カウンセリン
グについて調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 

開発的カウンセリングと構成的グループ･エンカウ

ンターやアサ－ション･トレ－ニングについて学ん

だ内容について、ポイントをまとめる。 

第６回 

さまざまな心理療法 

教育相談に役立つ心理療法について、精神分析、
ユングの理論、行動療法、認知行動療法、箱庭療
法などの概略を知る。 

事前学習 
教科書 pp.32～45 を読んで、さまざまな心理療法
について調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
さまざまな心理療法で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第７回 

パ－ソナリティ 

パ－ソナリティという概念について知り、パ－ソ

ナリティ理論の類型論と特性論について学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.48～55 を読んで、パーソナリティとい
う概念について調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
パ－ソナリティ理論の類型論と特性論で学んだ内

容について、ポイントをまとめる。 

第８回 

発達と教育相談 

発達とは何かを知り、発達段階についての諸理論
を学ぶことにより、幼児児童生徒を理解し適切に
かかわるためには発達途上にある子どもの特性を
知っておく必要があることを理解する。 

事前学習 
教科書 pp.57～67 を読んで、発達について調べ、
説明できるようにしておく。 

事後学習 
発達とは何か、発達段階についての諸理論で学んだ

内容について、ポイントをまとめる。 

第９回 

発達障害と教育相談 

発達障害とは何かを知り、自閉症スペクトラム症
候群、AD/HD、学習障害のそれぞれの特性につい
て学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.69～78 を読んで、発達障害について調
べ、説明できるようにしておく 

事後学習 

発達障害とは何か、自閉症スペクトラム症候群、

AD/HD、学習障害のそれぞれの特性について、ポ

イントをまとめる。 

第１０回 

心の問題と教育相談 

心の問題の種類について知り、統合失調症、気分

障害、摂食障害、不安障害、チック、自傷行為、

心身症、緘黙症などの概略を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.79～88 を読んで、心の問題について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
心の問題と教育相談で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第１１回 

不登校･不登園と教育相談 

不登校の定義を知り、不登校･不登園の児童幼児へ

の対応について理解し、資料（事例）について教

育相談を行う際の目標の立て方や進め方について

考え、グループディスカッションにより検討する。 

事前学習 
教科書 pp.112～124 を読んで、不登校について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
不登校と教育相談で学んだ内容について、ポイント

をまとめる。 

第１２回 

いじめ、非行および虐待と教育相談 

いじめのメカニズムを知る。また、非行および虐

待とは何かを知り､その原因論について理解する。

それぞれについて予防・開発的教育相談としての

対策と治療･矯正的教育相談としての対策を理解

し、資料（事例）について教育相談を行う際の目

標の立て方や進め方について考え、グループディ

スカッションにより検討する。 

事前学習 
教科書 pp.149～162 および pp.126～138 を読ん
で、いじめや非行、虐待について調べ、説明できる
ようにしておく。 

事後学習 
いじめ、非行および虐待と教育相談で学んだ内容に

ついて、ポイントをまとめる。 

第１３回 

教育相談における心理テストの活かし方 

子どものアセスメントの重要性を理解し、さまざ

まな心理テストの概略を知り、その活用について

考える。 

事前学習 
教科書 pp.90～109 を読んで、心理テストについて
調べ、説明できるようにしておく 

事後学習 
教育相談における心理テストの活かし方で学んだ

内容について、ポイントをまとめる。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 ９ 回の講義内容を踏まえて、「自閉症スペクトラム障害（もしくは ADHD）の症状の概要を調べ、

クラスで起きやすい問題 3 点およびそれへの対応策」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 ９回の授業後に実施する。提出期限：第 １０回の授業

開始時に提出する。 提出後、添削返却、質疑応答・意見交換を第１１回授業終了後に教室で行う。添削内容等について

質問がある場合は随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだ

ことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：第 １２ 回の講義内容を踏まえて、「虐待対応について、幼稚園・小学校が連携する地域の医療・福祉・
心理等の専門機関について調べ、諸機関と協働することの必要性と重要性、およびその際のポイント」についてレポー
トにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 １２回の授業後に実施する。提出期限：第 １３回の授

業開始時に提出する。 提出後、質疑応答・意見交換を第１３回授業終了後に教室で行う。提出から 1 週間後、添削して

返却する。添削内容等について質問がある場合は随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と添削指導・質

疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 

教育相談（カウンセリングを含む）（初等） 

／教育相談（カウンセリングを含む）（初等・幼） （2 単位） ３．科目番号 SJMP3214 

２．授業担当教員 荻原 邦昭 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育相談とは、幼稚園・小学校中学校・高等学校など教育現場において、幼児・児童・生徒のこころの問題を

扱うだけでなく、幼児・児童・生徒を取り巻く家族や友人状況、地域・家庭の教育力の低下等、家庭や社会環

境の変化なども考慮しながら進められていく、教育現場における心理的な支援活動である。本授業では、教

師あるいはスク－ルカウンセラ－が行う教育相談活動について、幼児・児童・生徒を理解するために必要な

知識や方法およびカウンセリングを含めた実際の介入方法などについて、知識を深めロールプレイや討論も

交えながら実践力を身につけることを目的とする。 

８．学習目標 

1.教育相談の意義と目的、内容と領域について理解し、説明することができるようになる。 

2.教育現場における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明や討論（事例検討も含める）を
することができるようになる。 

3.教育相談を効果的に展開するため、枠組みとなる代表的なカウンセリングの理論と技術について理解し、 

説明やロールプレイをすることができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面や現代の諸課題について理解し、説明や討論をすることができるよ

うになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【レポート課題】 

 「生徒指導と教育相談との関わりについて事例を通して考察せよ」 

※１，０００字から１，２００字程度で述べなさい。 

【期末テスト】 

【振り返りシート作成】 

毎授業のまとめを行い、定期的に提出し、添削を受ける。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

石川正一郎・藤井泰編著『エッセンス学校教育相談心理学』北大路書房,2013。 

【参考書】 

蓮見元子編著『教育相談―子どもの理解とカウンセリング―』大学図書出版,2012。 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書，2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育相談の意義と理論を理解し、説明できるか。 

2. カウンセリングに関する基礎的・基本的事項を理解し、説明やロールプレイをすることができるか。 

3. 教育相談の具体的な進め方やポイントを理解し、組織的な取り組みや他機関との連携の必要性、現代の課

題を把握して説明や討論（事例検討も含める）をすることができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

1. 授業への積極的参加（発言、討議、態度、課題シートへの取り組み） 総合点の 50％ 

2. レポ－ト（小論文、中間レポ－トを含む） 総合点の 50％ 

 上記のほかに、本学の規定である３／４以上の出席が単位取得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義は教職のための資格科目であり、将来の教育者としての思考力、創造力、問題解決能力を養成し、

より実践的な理論、技能の獲得を目指している。この目的達成のため、受講者は次の事柄を遵守することを

望む。 

1. 常に高い緊張感と集中力を保って受講し、自己鍛錬を怠らない。 

2. 質問、発表を積極的に行い、主体性の形成に励む。 

3. 欠席、遅刻、早退をしないことで自己管理力をつける。 

4. 勝手な退室や、講義に関係のない振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などをせず、常にセ

ルフモニタリングにつとめる。 

なお、明らかに態度が悪いと判断された場合厳格な指導が行われる。その後も改善されない場合は全出

席であってもＦ評価になることがある。 

また教員は次のことを実行する。 

1. 講義の目的を明確にし、シラバスに沿って講義する。 

2. 声の大きさや話し方など、受講者の聞きやすさ、わかりやすさについて配慮する。 

3. 討議や演習など受講者が積極的に講義に参加できる環境を作る。 

4. 受講者の質問には誠実に対応する。 

5. 受講者が上記のメッセージ 1～４が守らない場合、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業時間内に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（シラバスの確認） 

教育現場における子どもの心の問題や子どもを取り
巻く保護者・教師など様々な環境の問題について、教
育相談でどんなことを学んでいくのか、見通しを立て
る。 

事前学習 
シラバスを読んでおく。教育に関するニュ－スの
中で関心をもった事柄を整理しておく。 

事後学習 

今後の授業内容について理解し、本科目で学ぶこ

とや自分の関心のある授業内容を説明できるよう

にまとめる。 



 

 

第２回 
教育相談の意義 

教育相談とは何かを知り、教育相談の予防・開発的な
面と治療・矯正的な面を把握する。 

事前学習 
教科書 pp.2~5 を読んで、教育相談の意義につい
て調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
教育相談の意義で学んだ内容について、ポイント

をまとめる。 

第３回 
教育相談と生徒指導 

教育相談の歴史を検討しながら、教育相談と生徒指導
のあり方を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.5~11 を読んで、教育相談と生徒指導の
違いについて調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
教育相談と生徒指導で学んだ内容について、ポイ

ントをまとめる。 

第４回 

来談者中心カウンセリングとカウンセリング･マイン

ド 

来談者中心カウンセリングの意義を知り、子どもに対
する教師の態度や姿勢として必要とされるカウンセ
リング･マインドについて理解し、受容･傾聴･共感的
理解について学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.13~21 を読んで、来談者中心法やカウ
ンセリング･マインドについて調べ、説明できるよ
うにしておく。 

事後学習 

来談者中心カウンセリングで学んだ内容やカウン

セリング･マインドの重要性について、ポイントを

まとめる。 

第５回 

開発的カウンセリング 

開発的カウンセリングとは何かを知り、構成的グルー
プ･エンカウンターやアサ－ション･トレ－ニングに
ついて学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.23~31 を読んで、開発的カウンセリン
グについて調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 

開発的カウンセリングと構成的グループ･エンカ

ウンターやアサ－ション･トレ－ニングについて

学んだ内容について、ポイントをまとめる。 

第６回 

さまざまな心理療法 

教育相談に役立つ心理療法について、精神分析、ユン
グの理論、行動療法、認知行動療法、箱庭療法などの
概略を知る。 

事前学習 
教科書 pp.32~45 を読んで、さまざまな心理療法
について調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
さまざまな心理療法で学んだ内容について、ポイ

ントをまとめる。 

第 7 回 

発達障害と教育相談 

発達障害とは何かを知り、高機能自閉症、アスペルガ
－症候群、AD/HD、学習障害のそれぞれの特性につい
て学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.69~78 を読んで、発達障害について調
べ、説明できるようにしておく 

事後学習 

発達障害とは何か、高機能自閉症、アスペルガ－

症候群、AD/HD、学習障害のそれぞれの特性につ

いて、ポイントをまとめる。 

第 8 回 

心の問題と教育相談 

心の問題の種類について知り、統合失調症、気分障害、

摂食障害、不安障害、チック、自傷行為、心身症、緘

黙症などの概略を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.79~88 を読んで、心の問題について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
心の問題と教育相談で学んだ内容について、ポイ

ントをまとめる。 

第 9 回 

教育相談における心理テストの活かし方 

子どものアセスメントの重要性を理解し、さまざまな

心理テストの概略を知り、その活用について考える。 

事前学習 
教科書 pp.90~109 を読んで、心理テストについて
調べ、説明できるようにしておく 

事後学習 
教育相談における心理テストの活かし方で学んだ

内容について、ポイントをまとめる。 

第 10 回 

不登校･不登園と教育相談 

不登校の定義を知り、不登校･不登園の児童幼児への

対応について理解し、資料（事例）について教育相談

を行う際の目標の立て方や進め方について考え、グル

ープディスカッションにより検討する。 

事前学習 
教科書 pp.112~124 を読んで、不登校について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
不登校と教育相談で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第 11 回 

いじめ、非行および虐待と教育相談 

いじめのメカニズムを知る。また、非行および虐待と

は何かを知り､その原因論について理解する。それぞ

れについて予防・開発的教育相談としての対策と治

療･矯正的教育相談としての対策を理解し、資料（事

例）について教育相談を行う際の目標の立て方や進め

方について考え、グループディスカッションにより検

討する。 

事前学習 
教科書 pp.149~162 および pp.126~138 を読ん
で、いじめや非行、虐待について調べ、説明でき
るようにしておく。 

事後学習 
いじめ、非行および虐待と教育相談で学んだ内容

について、ポイントをまとめる。 

第 12 回 

校内（園内）体制と組織的な取り組み 

学校（幼稚園）における教育相談は、計画を作成し、

校内体制の整備を図り、組織的に取り組むことが必要

であることを理解する。 

事前学習 
教科書 pp.176~185 を読んで､校内体制について
調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
校内体制と組織的な取り組みで学んだ内容につい

て、ポイントをまとめる。 

第 13 回 

関係機関との連携・協働 

幼稚園・小学校が連携する地域の医療・福祉・心理等

の専門機関について知り、協働の必要性と重要性につ

いて理解する。授業のまとめを行い、最後に授業評価

を行う。 

事前学習 
教科書 pp.186~196 を読んで、関係機関との連携・
協働について調べ、説明できるようにしておく。
また第 14 回目までの授業内容を復習しておく。 

事後学習 

地域の医療・福祉・心理等の専門機関との連携・

協働で学んだ内容についてポイントをまとめる。

また、授業全体を振り返り、学校現場で取り組む

教育相談について、自分としてできることは何か

について考えてまとめる。 



 

 

 

 

課題研究 

 １ 

 

 

 

課題研究テーマ：教科書 PP４８～５５を読んで、パーソナリティの類型論と特性論を比較してレポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：A４用紙１枚（１．２００字程度） 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

     提出後添削指導、質疑応答、意見交換等を第８回終了後に教室で行う。引き続きの質問は随時受け付け、適

宜指導する。 

事後学習：レポート作成や質疑応答等を通して学習内容をまとめる。 

 

 

課題研究 

  ２ 

 

 

課題研究テーマ：教科書 PP５７～６７を読んで、代表的な発達段階説を一つ選び、その特徴をレポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：A4 用紙１枚（１．２００字程度） 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に提出する。 

     提出後添削指導、質疑応答、意見交換等を第１１回終了後に教室で行う。引き続きの質問は随時受け付け、

適宜指導する。 

事後学習：レポート作成や質疑応答等を通して学習内容をまとめる。 

期末試験 

※試験を実施しない場合→この欄の文字をすべて削除してください。（枠は教務課で削除） 

 ※試験を実施する場合→この欄の赤色の注意書きを削除してください 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育法規（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDTE2102 

EDTE2302 
２．授業担当教員 鈴村 邦夫 

４．授業形態 

教育法規の基礎的な内容については講義方式で進めるが、質疑
応答も含んだ方向の授業が基本である。 

事例・演習問題等ではグループ・ディスカッションを取り入れ、
全体発表、検討などでは学生主体の授業を実施する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、小学校・特別支援学校などの教育職員免許取得のためのものである。 

本講では、幼小連携を踏まえた教育法規の基礎知識を習得させながら、その上で、学校教育や幼児・児童・

生徒及び教職員に関する法律上の課題について、教育関係法令等に基づきながら実践的な事例を取り上げ、

小学校や特別支援学校の小学部などで生じる基礎的な法的問題に対応できる教員となるための授業を実施す

る。 

教育法規に関する内容は、教員採用選考試験の教職教養科目や面接試験等の中で問われる頻度が一番高いも
のである。そこで、講義の中に随時、各都道府県の教員採用選考試験で出題された教育法規に関する問題を

取り上げ、法規に関する具体的な運用と解釈能力を養う。 

８．学習目標 

教育法規を学修したことで、下記の目標を達成し、法に根拠ある教育活動ができる教員となること。 

また、教員採用選考試験の教職教養の教育法規に関する問題に対応できるようになること。 

１． 教育法規の基礎知識について知り、その内容について説明できるようになることを目的とする。 

２． 教育関連法規の具体的な内容について学校(幼稚園・小学校及び特別支援学校の幼稚部・小学部)での諸

課題と照らし合わせて学び、考察することで、自らの意見をまとめ、発表することができるようになる。 

３． 今日の学校で生じている教育法規に関する諸課題を学び、グループ・ディスカッションなどを通して課

題解決能力を身につけ、自分の言葉でまとめ、発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・予習が欠かせない科目である。なぜならば予習することによって、課題意識をもって講義に臨むことがで

きるからである。その結果、学習の理解度に大きな差が生じることになるからである。 

・予習とはシラバスに対応して、「有権解釈に重きを置いた 教育法規」を読み、「書いて理解する 教育法

規」の空欄を埋めて講義に臨むこと。 

・講義内容に応じて、教員採用選考試験の過去問を配布するので、事前に解いて講義に臨むこと。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

山本豊著『有権解釈に重きを置いた 教育法規 第三版』学校図書。（教科書と表示する） 

山本豊著『書いて理解する 教育法規 第二版』オフィス・サウス（サブノートと表示する） 

その他、必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法学（憲法を含む）での学習を踏まえ、教育法規という学校教育に関する法規を理解できたか。 

２．小学校・特別支援学校の小学部に応じた教育法規の内容について具体的事例を通して学び、身に付ける

ことができたか。 

３．学んだ教育法規に関する知識を活用して教員採用選考試験問題を解き、選考試験に対応できる力を身に

付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（発表、授業態度） ４０％ 

事前・事後学習の内容、や理解度テストの結果、出席状況等 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日ごろなかなか意識されていない傾向があるが、教師の行う教育活動は、すべて法的根拠に基づいて行わ

れている。したがって、教育活動の根拠となる教育法規を十分に理解することは、教師が自らの職務を遂行

する上で大変に重要である。特に学校における教育活動は、日本国憲法、教育基本法、学校教育法などの大

本となる法律をはじめ、学校保健法、学校給食法、地方教育行政の組織及び運営に関わる法、小学校学習指

導要領など、多岐に渡る法令や規則において規定され、その適正な実施が求められている。また、それらの

法令を遵守することで、教師は十分に自らの能力を発揮して子どもの教育活動に従事することができる。様々

な法令が教師の教育活動とどのように結びついているのか、また、教師としてどのように教育活動に当たら

なければならないか、教師の職責を自覚する上で、非常に大切な履修科目となる。実際の教師として活躍す

る上で、欠くことのできない見識を得る科目となる。授業ではグループ・ディスカッションなどを通して課

題解決能力を身につけ、自分の言葉でまとめることができるようにする。 

＊必要に応じて教材・資料等を配布する。必要に応じて確認テストを実施する。 

13．オフィスアワー 授業日に授業のない時間、随時(一時間目に伝達) 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、教育法規を学ぶ意義 

教育法規の体系と構造―  

教育法規、法体系と法の形式・形式的効力、国
の主な法令、地方の主な法規、法令間の矛盾抵
触を解決するための諸原理などについて理解
する。 

事前学習 

教科書のはしがき及び pp.20～29 を熟読し、それに対
応するサブノートの空欄を埋める。また、教科書の質問
コーナーの解答を考えることで、教育法規に興味や関
心をもつ。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味・

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第２回 

日本国憲法の教育に関連する規定―  

教育を受ける権利、義務教育、法の下の平等、

信教の自由、学問の自由などについて理解す

る。  

事前学習 
教科書の pp.30～37 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 
学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等



 

 

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第３回 

教育基本法―① 

教育の目的、教育の目標、教育の機会均等、学

校教育、教員などについて理解する。  

事前学習 

教科書の pp.38～50 を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。また、教科書に対応
するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第４回 

教育基本法―② 

家庭教育、社会教育、学校、家庭及び地域住民
等の相互の連携協力、政治教育、宗教教育、教
育行政などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.50～58 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。教育基

本法の理解度テストに備える。 

第５回 

学校教育―① 

学校教育法１条校、学校の設置と管理、組織

編制、学校の運営などについて理解する。 

理解度テスト ① 

事前学習 

教科書の pp.60～77 を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。教科書に対応する
サブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問すること。 

第６回 
学校教育―② 

学校教育の目的と目標、教育課程、学習指導要
領などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.77～94 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第７回 

学校教育―③ 

教科書の使用義務と補助教材、備え付け表簿
の内容とその保存期間、学年・学期・授業日・
休業日などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.94～106 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。学校

教育の理解度テストに備える。 

第８回 

児童・生徒―① 

義務教育、義務教育諸学校の入学・転学・退

学・卒業、懲戒・体罰（その１）などについ

て理解する。 

理解度テスト ② 

事前学習 

教科書の pp.108～119 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第９回 
児童・生徒―② 

懲戒･体罰（その２）、出席停止について理解す
る。 

事前学習 
教科書の pp.119～147 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。理解

度テストに備える。 

第１０回 

学校保健・安全・給食―① 

学校保健、学校安全、学校給食について理解

する。 

事前学習 

教科書の pp.148～174 を熟読し、質問コーナーの解答

を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて

図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す

るサブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１１回 

特別支援教育 

 特別支援学校、特別支援学級、通級による指

導について理解する。 

 

教職員－① 

 教員、教育公務員の定義 

事前学習 

教科書の pp.176～187 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１２回 
教職員―② 

学校に配置される教職員、配置職員と職務教
職員の資格などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.188～200 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

  



 

 

第１３回 
教職員―③ 

免許状、任用、服務、分限処分と懲戒処分など
について理解する。 

事前学習 
教科書の pp.200～250 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業中

に関心をもった内容について図書館やインターネット

等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

課題研究

1 

課題研究テーマ:第 2 回、3 回の講義を踏まえて、「新旧の教育基本法」を比較して考えをレポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚 1000 字 

実施時期:第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 5 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に行う。質問は随時受け付ける。 

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

課題研究

2 

課題研究テーマ:第 8 回、9 回の講義を踏まえて、「体罰の社会的影響と体罰の防止」にについて考えをレポートにまと

めなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚 1000 字 

実施時期:第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に行う。質問は随時受け付ける。 

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

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育法規（中等） （2単位） 

３．科目番号 

EDTS2102 

EDTS2302 

SBMP1421 

SSMP2321 

SNMP2321 

SCMP2321 

SPMP2321 

２．授業担当教員 山本 豊 

４．授業形態 

教育法規の基礎的な内容の把握については講義方式で進めるが、質
疑応答も含んだ双方向の授業が基本である。 

事例・演習問題等ではグループ・ディスカッションを取り入れ、全
体発表、検討などでは学生主体の授業を実施する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
事前に法学や憲法を履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

本科目は、中学校・高等学校や特別支援学校及び養護教諭の教育職員免許取得のためのものである。 

本講では、小中一貫連携教育を踏まえた教育法規の基礎知識を習得させながら、その上で、学校教育や児

童・生徒及び教職員に関する法律上の課題について、教育関係法令等に基づきながら実践的な事例を取り上

げ、小・中・義務教育学校・高等学校・中等教育学校や特別支援学校の小学部・中学部・高等部などで生じ

る基礎的な法的問題に対応できる教員となるための授業を実施する。 

教育法規に関する内容は、教員採用選考試験の教職教養科目や面接試験等の中で問われる頻度が一番高いも
のである。そこで、講義の中に随時、各都道府県の教員採用選考試験で出題された教育法規に関する問題を
取り上げ、法規に関する具体的な運用と解釈能力を養う。 

８．学習目標 

教育法規を学修したことで、下記の目標を達成し、法に根拠ある教育活動ができる教員となること。 

また、教員採用選考試験の教職教養の教育法規に関する問題に対応できるようになること。 

１． 教育法規の基礎知識について知り、その内容について説明できるようになることを目的とする。 

２． 教育関連法規の具体的な内容について学校(小・中・高等学校及び特別支援学校の小学部・中学部・高等

部)での諸課題と照らし合わせて学び、考察することで、自らの意見をまとめ、発表することができるよ

うになる。 

３． 今日の学校で生じている教育法規に関する諸課題を学び、グループ・ディスカッションなどを通して課

題解決能力を身につけ、自分の言葉でまとめ、発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・ 予習が欠かせない科目である。なぜならば予習することによって、課題意識をもって講義に臨むことが

できるからである。その結果、学習の理解度に大きな差が生じることになるからである。 

・ シラバスに対応して、「有権解釈に重きを置いた 教育法規」を読み、「書いて理解する 教育法規」の

空欄を埋めて講義に臨むこと。 

・ 講義内容に応じて、教員採用選考試験の過去問を配布するので、事前に解いて講義に臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山本豊著『有権解釈に重きを置いた 教育法規 第四版』学校図書。（教科書と表示する） 
山本豊著『書いて理解する 教育法規 第三版』オフィス・サウス（サブノートと表示する） 
必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】 
東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法学（憲法を含む）での学習を踏まえ、教育法規という学校教育に関する法規を理解できたか。 

２．中学校・高等学校・特別支援学校の中学部・高等部に応じた教育法規の内容について具体的事例を通し

て学び、身に付けることができたか。 

３．学んだ教育法規に関する知識を活用して教員採用選考試験問題を解き、選考試験に対応できる力を身に

付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（発表、授業態度） ４０％ 

事前・事後学習の内容、や理解度テストの結果、課題研究、出席状況等 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、判断力、問題解決能力を養成し、より実践的で具体的な知識を得ること

を目的としている。目的を達成するために受講生は以下の条件を守ること。 

１．授業中は、良き緊張感と集中力を保持して積極的な態度で授業に臨むこと。 

２．講義内容について事前に教科書を読み、サブノートの空欄を記入するなど予習を必ず行い、課題意識を

もって講義に臨むこと。 

３．自ら進んで発表したり、質問したりし、講義内容の理解に努めること。 

４．欠席、遅刻、早退をした場合は学習カードにその理由を記入すること。緊急事態が生じない限り、定刻

に授業は開始する。 

５．授業中の着帽、私語、飲食（ガムを含む）等は認めない。また、スマートフォンや携帯電話等は机上に

置かないでバッグの中にしまっておくこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

２．受講生全体に聞こえる声で話しをするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３．一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を目指す。 

４．遅刻、早退、授業中の着帽、居眠り、私語、スマートフォンや携帯電話の使用等、授業に臨む上で不適

切な言動が見受けられた場合は、厳格に対処する。 

５．授業開始前には教室にいるように心がけているので、質問がある人は早めに来室して疑問の解消に努め



 

 

ること。また、授業後もすぐには退室しないので（次の授業までの時間がとれる限り）、詳しく知りたいと思

う内容があったら、遠慮無く尋ねること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、教育法規を学ぶ意義 

教育法規の体系と構造―  
教育法規、法体系と法の形式・形式的効力、国の主な法
令、地方の主な法規、法令間の矛盾抵触を解決するため
の諸原理などについて理解する。 

事前学習 
教科書のはしがき及び p20～p29 を熟読し、
教科書の質問コーナーの解答を考えること
で、教育法規に興味や関心をもつ。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。興味・関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
次時の授業で質問する。 

第２回 

日本国憲法の教育に関連する規定―  

教育を受ける権利、義務教育、法の下の平等、信教の自

由、学問の自由などについて理解する。  

事前学習 
教科書の p30～p37 を熟読し、興味や疑問を
抱いたことについて図書館やインターネッ
ト等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。興味･関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
次時の授業で質問する。 

第３回 

教育基本法―① 

教育の目的、教育の目標、教育の機会均等、学校教育、

教員などについて理解する。  

事前学習 

教科書の p38～p50 を熟読し、質問コーナー
の解答を考えたり、興味や疑問を抱いたりし
たことについて図書館やインターネット等
で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。興味･関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
次時の授業で質問する。 

第４回 

教育基本法―② 
家庭教育、社会教育、学校、家庭及び地域住民等の相互
の連携協力、政治教育、宗教教育、教育行政などについ
て理解する。 

事前学習 
教科書の p50～p58 を熟読し、興味や疑問を
抱いたことについて図書館やインターネッ
ト等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。興味･関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
次時の授業で質問する。教育基本法の理解度
テストに備える。 

第５回 

学校教育―① 

学校教育法１条校、学校の設置と管理、組織編制、学

校の運営などについて理解する。 
理解度テスト ① 

事前学習 

教科書の p60～p77 を熟読し、質問コーナー
の解答を考えたり、興味や疑問を抱いたりし
たことについて図書館やインターネット等
で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問すること。 

第６回 
学校教育―② 
学校教育の目的と目標、教育課程、学習指導要領などに
ついて理解する。 

事前学習 
教科書の p77～p94 を熟読し、興味や疑問を
抱いたことについて図書館やインターネッ
ト等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。興味･関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
次時の授業で質問する。 

第７回 

学校教育―③ 
教科書の使用義務と補助教材、備え付け表簿の内容とそ
の保存期間、学年・学期・授業日・休業日などについて
理解する。 

事前学習 
教科書の p94～p106を熟読し、興味や疑問を
抱いたことについて図書館やインターネッ
ト等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す

る。授業中に関心をもった内容について図書

館やインターネット等で調べ、疑問点につい

て次時の授業で質問する。学校教育の理解度

テストに備える。 

第８回 

児童・生徒―① 

義務教育、義務教育諸学校の入学・転学・退学・卒業、

懲戒・体罰（その１）などについて理解する。 
理解度テスト ② 

事前学習 

教科書の p108～p119 を熟読し、質問コーナ
ーの解答を考えたり、興味や疑問を抱いたり
したことについて図書館やインターネット
等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問する。 

第９回 
児童・生徒―② 
懲戒･体罰（その２）、出席停止について理解する。 

事前学習 
教科書の p119～p147 を熟読し、興味や疑問
を抱いたことについて図書館やインターネ
ット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問する。理解度テストに備
える。 

  



 

 

第１０回 

特別支援教育 

 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導につい

て理解する。 

 

教職員－① 
 教員、教育公務員の定義 

事前学習 

教科書の p176～p187 を熟読し、質問コーナ
ーの解答を考えたり、興味や疑問を抱いたり
したことについて図書館やインターネット
等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問する。 

第１１回 
教職員―② 
学校に配置される教職員、配置職員と職務教職員の資格
などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p188～p200 を熟読し、興味や疑問
を抱いたことについて図書館やインターネ
ット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問する。 

第１２回 
教職員―③ 
免許状、任用、服務、分限処分と懲戒処分などについて
理解する。 

事前学習 
教科書の p200～p250 を熟読し、興味や疑問
を抱いたことについて図書館やインターネ
ット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問する。 

第１３回 

教職員―④ 

研修、給与、勤務時間その他の勤務条件などについて

理解する。 

事前学習 

教科書の p251～p278 を熟読し、質問コーナ
ーの解答を考えたり、興味や疑問を抱いたり
したことについて図書館やインターネット
等で調べる。 

事後学習 
授業中に関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
はメールなどで質問する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 7回までの授業に該当するサブノート（書いて理解する教育法規第 3版）の空欄を埋めて

おくこと。P106までの教科書（有権解釈に重きを置いた 教育法規第 4版）を読むことで空欄はほぼ埋められる。 

確認時期 第 6回の授業時にきちんと空欄を埋めてあるかを確認し、成績評価の資料とする。 

事後学習 サブノートの正否を確認し、理解度テストや将来の教員採用試験に備える。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8 回～第 13 回までの授業に該当するサブノート（書いて理解する教育法規第 3 版）の空欄を埋め

ておくこと。P106までの教科書（有権解釈に重きを置いた 教育法規第 4版）を読むことで空欄はほぼ埋められる。 

確認時期 第 12回の授業時にきちんと空欄を埋めてあるかを確認し、成績評価の資料とする。 

事後学習・サブノートの正否を確認し、理解度テストや将来の教員採用試験に備える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTS2104 

２．授業担当教員 北林 敬 

４．授業形態 
講義、演習（視聴覚教材の鑑賞、問題解決のためのグループワーク・

ロールプレイングなどを含む） 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「学習指導要領」の改訂により、各教科、総合的な学習の時間等の授業改善が求められている今日、教師は

「よりよい授業づくり」のために、さまざまな教育方法を学ぶことが求められています。この授業では、基
本的な指導方法・学習方法について説明するとともに、その方法の効果・問題点を整理し、教育実習時の授
業場面に役立つ教育の〈方法〉を身につけることを目的とします。具体的には、授業場面の事例をもとに、

〈方法〉への理解を深めると同時に、その工夫・改善のあり方について検討します。その上で、グループワ
ークによる「模擬授業」を実施し、「授業づくり」の過程におけるPDCAサイクル（Plan［企画］-Do［実行］
-Check［評価］-Action［改善］）を体験的に学びます。 

８．学習目標 

1. 中学校・高等学校教諭等を目指す学生に求められる基本的な教授学習理論を理解し、重要な用語について
説明することができる。 

2. 基本的な指導方法・学習方法を理解した上で、「模擬授業」において実際にその方法論にもとづいた指導

案を作成し、授業を展開することができる。 
3. 自ら実施した（あるいは他の受講生が実施した）「模擬授業」の問題点を検討し、次の授業に生かすこと

ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に問題

解決力を培うように努めること。 

１．ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．課題研究レポート①「教育方法論を学ぶ意義について述べよ。」（1000字） 

  課題研究レポート②「学習指導案作成の意義について述べよ。」（1000字） 

３．期末試験 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

田中耕治・鶴田清司・橋下美保・藤村宣之『新しい時代の教育方法 改訂版』有斐閣アルマ、2019年 有斐閣 

【参考書】 

松平信久・横須賀薫『新訂教育の方法・技術』2014年 教育出版 

その他必要に応じてプリントを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

基本的な教授学習理論を理解し、専門教科の授業づくりに生かし、模擬授業を実践し、授業改善に結びつけ

ることができる。  

○評定の方法 

１ 日常の授業態度（参加態度、発表・発言、学習状況等） ４０％ 

２ 課題レポート                    ３０％ 

３ 期末試験                      ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業中は私語を慎み、携帯電話の電源を切って参加すること。 

２．グループワークやグループ討議には積極的に参加すること。 

３．授業中に分からなかったことや疑問点は後に残さずに授業後に質問すること。 

４．レポートや課題（ワークシート等）の提出期限を守ること。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

−授業の進め方・教育方法論を学ぶ意義− 

事前学習 教科書「序章」（pp.1～8）を読んでおく。 

事後学習 
教育方法を学ぶ意義について考える。本時の

授業のポイントをノートに整理する。 

第２回 
西洋における教育思想と教育方法（第１章前半－近代の
教育思想と教育方法―） 

事前学習 
教科書「第１章」１・２（pp.11～29）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第３回 
西洋における教育思想と教育方法（第１章後半―現代の
教育思想と教育方法―） 

事前学習 
教科書「第１章」３（pp.29～41）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第４回 子どもは何を学ぶか（第４章） 

事前学習 
教科書「第４章」（pp.103～120）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

  



 

 

第５回 学習とは何か（第５章） 

事前学習 
教科書「第５章」（pp.121～141）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第６回 学力をどう高めるのか（第６章） 

事前学習 
教科書「第６章」（pp.143～168）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第７回 授業をどうデザインするか（第７章） 

事前学習 
教科書「第７章」（pp.169～200）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第８回 教育の道具・素材・環境を考える（第８章） 

事前学習 
教科書「第８章」（pp.201～222）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第９回 何をどう評価するのか（第９章） 

事前学習 
教科書「第９章」（pp.223～244）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第１０回 グループワークによる模擬授業（英語科） 

事前学習 

グループ毎に模擬授業の準備と予行演習を

する。準備には、情報機器の活用について検

討する。 

事後学習 

グループで実施した模擬授業の問題点を検

討し、他の受講生から得たことを含め、自ら

の学習指導案（略案）の改善をする。 

✴各自の学習指導案 Ver.1をグループワーク

による模擬授業を経て改善を加え学習指導

案 Ver.2として指示された期限までに指導案

（精案）を提出する。その際、改善点につい

ての考察を課題レポートとして添付する。 

第１１回 グループワークによる模擬授業（保健科） 

事前学習 

グループ毎に模擬授業の準備と予行演習を

する。準備には、情報機器の活用について検

討する。 

事後学習 

グループで実施した模擬授業の問題点を検

討し、他の受講生から得たことを含め、自ら

の学習指導案（略案）の改善をする。 

✴各自の学習指導案 Ver.1をグループワーク

による模擬授業を経て改善を加え学習指導

案 Ver.2として指示された期限までに指導案

（精案）を提出する。その際、改善点につい

ての考察を課題レポートとして添付する。 

第１２回 グループワークによる模擬授業（保健科・福祉科） 

事前学習 

グループ毎に模擬授業の準備と予行演習を

する。準備には、情報機器の活用について検

討する。 

事後学習 

グループで実施した模擬授業の問題点を検

討し、他の受講生から得たことを含め、自ら

の学習指導案（略案）の改善をする。 

✴各自の学習指導案 Ver.1をグループワーク

による模擬授業を経て改善を加え学習指導

案 Ver.2として指示された期限までに指導案

（精案）を提出する。その際、改善点につい

ての考察を課題レポートとして添付する。 

  



 

 

第１３回 グループワークによる模擬授業（情報科・公民科） 

事前学習 

グループ毎に模擬授業の準備と予行演習を

する。準備には、情報機器の活用について検

討する。 

事後学習 

グループで実施した模擬授業の問題点を検
討し、他の受講生から得たことを含め、自ら

の学習指導案（略案）の改善をする。 

✴各自の学習指導案 Ver.1をグループワーク

による模擬授業を経て改善を加え学習指導

案 Ver.2として指示された期限までに指導案

（精案）を提出する。その際、改善点につい

ての考察を課題レポートとして添付する。 

課題研究 

1 

課題研究①「教育方法論を学ぶ意義について述べよ。（1000字）」5月末日締め切り 

添削後 6月中旬授業にて返却指導を行う。 

事前学習 

教科書「序章」（pp.1～8）を読んでレポートの構想を練る。 

事後学習 

レポート作成で学んだことをノートにまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究②「学習指導案作成の意義について述べよ。（1000字）」7月末日締め切り 

添削後 8月下旬授業にて返却指導を行う。 

事前学習 

自分の担当教科の学習指導案を調べて、レポートの構想を練る。 

事後学習 

レポート作成で学んだことをノートにまとめ、よりよい学習指導案づくりに必要な要点をまとめる。 

 

期末試験 
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１．科目名（単位数） 教育方法論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2447 

SCMP2447 

SBMP2447 

SPMP2447 

EDTS2104 

２．授業担当教員 磯辺 武雄 

４．授業形態 
講義、演習（視聴覚教材の鑑賞、問題解決のためのグループワーク・

ロールプレイングなどを含む） 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「学習指導要領」の改訂により、各教科、総合的な学習の時間等の授業改善が求められている今日、教師は
「よりよい授業づくり」のために、さまざまな教育方法を学ぶことが求められています。この授業では、基
本的な指導方法・学習方法について説明するとともに、その方法の効果・問題点を整理し、教育実習時の授

業場面に役立つ教育の〈方法〉を身につけることを目的とします。具体的には、授業場面の事例をもとに、
〈方法〉への理解を深めると同時に、その工夫・改善のあり方について検討します。その上で、グループワ
ークによる「模擬授業」を実施し、「授業づくり」の過程におけるPDCAサイクル（Plan［企画］-Do［実行］

-Check［評価］-Action［改善］）を体験的に学びます。 

８．学習目標 

1. 中学校・高等学校教諭等を目指す学生に求められる基本的な教授学習理論を理解し、重要な用語について

説明することができる。 

2. 基本的な指導方法・学習方法を理解した上で、「模擬授業」において実際にその方法論にもとづいた指導
案を作成し、授業を展開することができる。 

3. 自ら実施した（あるいは他の受講生が実施した）「模擬授業」の問題点を検討し、次の授業に生かすこと
ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・講義中心の他に、アクティブラーニング等の授業形態も予定している。 

・グループワークの際は、関連資料等を必ず事前準備し、積極的にグループ討議に参加すること。 

・必要に応じてレポート、小テストを課すことがある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

田中耕治・鶴田清司・橋下美保・藤村宣之『新しい時代の教育方法』（改訂版）有斐閣アルマ、2019年 1月 

 

【参考書】 

柴田義松編著『教育の方法と技術』（改訂版），学文社、2015 年 3 月 

文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）』（株）東山書房、平成 30 年 3 月 

文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示）』（株）東山書房、平成 31 年 2 月 

その他必要に応じてプリントを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

基本的な教授学習理論を理解し、専門教科の授業づくりに生かし、模擬授業を実践し、授業改善に結びつけ
ることができる。 

○評定の方法 

１．日常の授業態度（参加態度、発表・発言、学習状況等） ４０％ 

２．課題レポート、ワークシート等            ３０％ 

３．期末試験                      ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・教員（志望者）としての資質向上に関わる自己目標、自己課題をもち授業に参加して下さい。 

・授業中の私語、飲食、無断退出等は慎んで下さい。 

・レポート、アサイメントについての提出物は必ず期限厳守して下さい。 

13．オフィスアワー 授業終了後、教室にて適宜時間を設けます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

−授業の進め方・教育方法論を学ぶ意義− 

事前学習 教科書「序章」（pp.1～8）を読んでおく。 

事後学習 
教育方法を学ぶ意義について考える。本時の授業

のポイントをノートに整理する。 

第２回 
西洋における教育思想と教育方法（第１章前半－近代の

教育思想と教育方法―） 

事前学習 
教科書「第１章」１・２（pp.11～29）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容をワークシートにまとめ、分からなかっ

たところがあれば教員に質問する。 

第３回 
西洋における教育思想と教育方法（第１章後半―現代の
教育思想と教育方法―） 

事前学習 
教科書「第１章」３（pp.29～41）を読み、分か
らない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容をワークシートにまとめ、分からなかっ

たところがあれば教員に質問する。 

第４回 子どもは何を学ぶか（第４章） 

事前学習 
教科書「第４章」（pp.103～120）を読み、分から
ない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容をワークシートにまとめ、分からなかっ

たところがあれば教員に質問する。 

第５回 学習とは何か（第５章） 

事前学習 
教科書「第５章」（pp.121～141）を読み、分から

ない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容をワークシートにまとめ、分からなかっ

たところがあれば教員に質問する。 

  



 

 

第６回 学力をどう高めるか（第６章） 

事前学習 
教科書「第６章」（pp.143～168）を読み、分から
ない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容をワークシートにまとめ、分からなかっ

たところがあれば教員に質問する。 

第７回 授業をどうデザインするか（第７章） 

事前学習 
教科書「第７章」（pp.169～200）を読み、分から

ない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容をワークシートにまとめ、分からなかっ

たところがあれば教員に質問する。 

第８回 何をどう評価するのか（第９章） 

事前学習 
教科書「第９章」（pp.223～244）を読み、分から
ない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容をワークシートにまとめ、分からなかっ

たところがあれば教員に質問する。 

第９回 
学習指導案の作成（１） 
～学習指導案（略案）の作成方法について～ 

事前学習 
配布資料「学習指導案（略案）作成資料」を熟読

してくること。 

事後学習 
学習指導案（略案）の様式、作成方法について確

認整理する。 

第１０回 
学習指導案の作成（２） 
＊グループ毎に学習指導案（略案）を作成① 

事前学習 学習指導案（略案）の素案を作成してくること。 

事後学習 学習指導案（略案）の素案修正を確認・整理する。 

第１１回 
学習指導案の作成（３） 
＊グループ毎に学習指導案（略案）を作成② 
～学習指導案（略案）の成案〈完成原稿〉提出～ 

事前学習 
グループ毎に学習指導案（略案）について成案〈完

成原稿〉を考えてくること。 

事後学習 
グループ毎に学習指導案（略案）の成案〈完成原

稿〉をもとに、模擬授業の準備をする。 

第１２回 グループワークによる模擬授業（１） 

事前学習 
グループ毎に模擬授業の準備と予行演習をする。

準備には、情報機器の活用について検討する。 

事後学習 

グループで実施した模擬授業の問題点を検討し、

他の受講生から得たことを含め、自らの学習指導

案（略案）の改善をする。 

第１３回 グループワークによる模擬授業（２） 

事前学習 
グループ毎に模擬授業の準備と予行演習をする。

準備には、情報機器の活用について検討する。 

事後学習 

グループで実施した模擬授業の問題点を検討し、

他の受講生から得たことを含め、自らの学習指導
案（略案）の改善をする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「わかる学力」の形成プロセスと課題について概説しなさい。 

レポート形式：A4判用紙 1枚（本文 1,200字程度） 

 （注意）詳細については、別紙配布の「課題研究レポート提出要領」に必ず依拠して作成・提出すること。 

実施内容：第１回授業時に別紙配布の「課題研究レポート提出要領」にて説明する。 

提 出 日：第 8回授業開始時に提出すること。（これ以降の提出は、原則受理しない。） 

事後学習：レポート作成、添削指導、質疑応答等を通して学んだことを整理してまとめる。 

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：教育の道具・素材・環境を考える。情報機器の活用  

実施時期：第 6回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前準備：テキスト第 8章（PP.201-222）を読み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習：講義で学んだことをノートに整理してまとめる。 

期末試験 
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１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠB （2 単位） 

３．科目番号 GECD3212 

２．授業担当教員 古田 高史 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠＢと教員基礎演習ⅡＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事が

できる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う。 

2. 就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養

う。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか。 
2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う
ことができたか。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の全

体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認して

おく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 まとめテストに備える 

事後学習 
まとめテストでわからなかったところを確認

しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 就活 ２課「自己ピーアール（履歴書）」を書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題テーマ：Unit 3 就職の面接 ５課「学生時代に熱心に取り組んだこと」について、書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠB （4 単位） 

３．科目番号 GECD3212 

２．授業担当教員 大上 忠幸 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠＢと教員基礎演習ⅡＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事が

できる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う。 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか。 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う
ことができたか。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 

Unit 4 初めての仕事 

７課 報告書を書く 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.45～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   社内メールを書く 

ケーススタディ４ 「例の」、「あれ」って何？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.58～60の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 

Unit 5 電話対応 

９課 電話を取り次ぐ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.61～66の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.67～71の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    電話クイズ 

ケーススタディ５ 「（さ）せていただく」の洪水？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.72～74の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 

Unit 6 社外の交渉 

１１課 アポを取る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.75～81の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.82～86の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    謝罪のメールを書く 

事前学習 教科書 pp.87の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 6 社外の交渉 

ケーススタディ６ ダメならダメと早く言って！ 

                  ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.88～89の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 

Unit 7 社内の交渉 

１３課 誘いを断る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.91～96の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.97～100の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第２６回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    有給休暇について考える 

ケーススタディ７ 10 分遅れただけなのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.101～102の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２７回 敬語表現、Unit 4～7 復習 
事前学習 教科書 pp.45～103の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２８回 振り返りと日本語到達度チェック 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 就活 ２課「自己ピーアール（履歴書）」を書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 3 就職の面接 ５課「学生時代に熱心に取り組んだこと」について、書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠA （2 単位） 

３．科目番号 
GECD3411 

GECD3211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・問題演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次までの教職課程科目並びに教員基礎演習Ⅰ/教員基礎演習ⅡAをすでに単位取得していることが望ましい。 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門的知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身に付けることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。本学の教員採用試験の記

述試験対策は、1 年次の教員基礎演習Ⅰ（一般教養）、2 年次の教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年次の教員開発演習

ⅠA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員開発演習ⅠA においては、「教職教養」の重要ポイン

トを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。各回の演習においては、「教職教養」の各領

域の傾向と対策の説明、重要ポイントの解説、過去問演習を行う。 

８．学習目標 

1．教育に関する基礎的な教養を身に付け、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得することができる。 

2．教職教養の各領域の出題傾向を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

3．教職教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

4．教職教養の各領域の過去問演習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集等に取り組み、

自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集１ 教職教養』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育における基礎的教養にかかわる知識を身に付け、現場で実践するための応用力を身に付けることができる。（学

習目標 1） 

・教職教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 2、3） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各界の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成績

（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取得の

条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達成の

ため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更される

場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

教育原理①教育の意義と目的および教育方法（pp.2～

11） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２回 
教育原理②教育課程、学習指導要領（pp.12～24） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第３回 
教育原理③道徳教育、特別活動（pp.25～38） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第４回 
教育原理④生徒指導（pp.39～47） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第５回 
教育原理⑤障害児教育（pp.48～55） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第６回 

教育原理⑥人権教育・同和教育・社会教育・生涯学習

（pp.56～69） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

  



 

第７回 
教育原理⑦学校と学級の運営、教育時事（pp.70～82） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第８回 
西洋教育史①古代・中世・近世を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第９回 
西洋教育史②近代・現代を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第１０回 

教育法規①日本国憲法と教育基本法を中心に（pp.172

～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第１１回 

教育法規②学校教育に関する法規を中心に（pp.172～

225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第１２回 

教育法規③教職員の法規、教育行政、生涯学習を中心

に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：教育法規「学校に関する法規」（pp.181～188）の問題を全て解き(A4 1 枚程度)、終了後、間違えたところ

を中心に復習を行う。最後に自ら同じ問題についての確認テストを行う(A4 1枚程度)。 

レポート形式：A4用紙 2枚程度 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

事後学習：確認テストを見直し、よくわからなかった点など復習しておくこと。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：教育法規「子どもに関する法規」（pp.198～207）の問題を全て解き(A4 1 枚程度)、終了後、間違えたとこ

ろを中心に復習を行う。最後に自ら同じ問題についての確認テストを行う(A4 1枚程度)。 

レポート形式： A4用紙 2枚程度 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

事後学習：確認テストを見直し、よくわからなかった点など復習しておくこと。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠA （4 単位） 

３．科目番号 
GECD3411 

GECD3211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・問題演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次までの教職課程科目並びに教員基礎演習Ⅰ/教員基礎演習ⅡAをすでに単位取得していることが望ましい。 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門的知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身に付けることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。本学の教員採用試験の記

述試験対策は、1 年次の教員基礎演習Ⅰ（一般教養）、2 年次の教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年次の教員開発演習

ⅠA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員開発演習ⅠA においては、「教職教養」の重要ポイン

トを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。各回の演習においては、「教職教養」の各領

域の傾向と対策の説明、重要ポイントの解説、過去問演習を行う。 

８．学習目標 

1．教育に関する基礎的な教養を身に付け、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得することができる。 

2．教職教養の各領域の出題傾向を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

3．教職教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

4．教職教養の各領域の過去問演習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集等に取り組み、

自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集１ 教職教養』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育における基礎的教養にかかわる知識を身に付け、現場で実践するための応用力を身に付けることができる。（学

習目標 1） 

・教職教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 2、3） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各界の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成績

（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取得の

条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達成の

ため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更される

場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

教育原理①教育の意義と目的および教育方法（pp.2～

11） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２回 
教育原理②教育方法（pp.5～11） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第３回 
教育原理③教育課程（pp.12～15） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第４回 
教育原理④学習指導要領（pp.16～24） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第５回 
教育原理⑤道徳教育（pp.25～32） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第６回 
教育原理⑥特別活動（pp.33～38） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第７回 教育原理⑦生徒指導（pp.39～47） 事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 



 

＊授業の後半に確認テストを実施 
事後学習 

確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第８回 
教育原理⑧障害児教育（pp.48～55） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第９回 
教育原理⑨人権教育・同和教育（pp.56～63） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１０回 
教育原理⑩社会教育・生涯学習（pp.64～69） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１１回 
教育原理⑪学校と学級の運営（pp.70～74） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１２回 
教育原理⑫教育時事（pp.75～82） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果

と課題を確認すること。 

第１４回 
西洋教育史①古代・中世を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１５回 
西洋教育史②近世を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１６回 
西洋教育史③近代を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１７回 
西洋教育史④現代を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１８回 
教育法規①日本国憲法を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１９回 
教育法規②教育基本法を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２０回 
教育法規③学校に関する法規を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２１回 

教育法規④学校運営・教科書・教材・著作権を中心に

（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２２回 
教育法規⑤学校保健・安全を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２３回 

教育法規⑥子どもに関する法規を中心に（pp.172～

225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２４回 
教育法規⑦児童虐待を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２５回 

教育法規⑧地方公務員法、教育公務員特例法を中心に

（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第２６回 

教育法規⑨教職員の種類と職務を中心に（pp.172～

225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２７回 
教育法規⑩教育行政、生涯学習を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２８回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

  



 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：教育原理「生徒指導」の問題 73～81（pp.39～42）を解き(A4 1 枚程度)、終了後、間違えたところを中心

に復習を行う。最後に自ら同じ問題についての確認テストを行う(A4 1 枚程度)。 

レポート形式：A4 用紙 2 枚程度 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：確認テストを見直し、よくわからなかった点など復習しておくこと。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：教育原理「障害児教育」の問題 89～99（pp.48～52）を解き(A4 1 枚程度)、終了後、間違えたところを中
心に復習を行う。最後に自ら同じ問題についての確認テストを行う(A4 1 枚程度)。 

レポート形式： A4 用紙 2 枚程度 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：確認テストを見直し、よくわからなかった点など復習しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教員開発演習ⅡB （2 単位） 

３．科目番号 GECD4212 

２．授業担当教員 ヴェステリ テチアナ 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠＢと教員基礎演習ⅡＢ、及び教員開発演習ⅠＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、実際のビジネス場面におけるビジネスコミュニケーションを円滑に行うための練習やビジネ

スマナーの理解を深めることを目指す。その過程において、学習者自身の考えを表現し、学習者同士が学び

合えるようなディスカッションを重視していく。そして、このような表現活動を通じて、日本語の語彙力・

文法力も同時に身につける。また、様々なビジネス場面から文化事情や社会状況の考察を行い、ビジネスで

必要な高度なコミュニケーション力を高めることを目標とする。 

８．学習目標 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養う。 
2. ビジネスマナーの理解を深める。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力を身に
つける。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

・高見智子著『ビジネスケースで学ぶ日本語』ジャパンタイムズ 2014 

【参考書】 

・宮崎道子・郷司幸子著『にほんごで働く！ビジネス日本語３０時間』スリーエーネットワーク 2009 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養うことができたか。 
2. ビジネスマナーの理解を深めることができたか。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力が身に
ついたか。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力がついたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.1～5の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.6～10の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.11～17の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.20～21の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.22～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第７回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.25～29の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.30～34の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.35～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.44～45の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.46～47の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～2 復習 
事前学習 教科書 pp.1～47の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 まとめテストに備える 

事後学習 
まとめテストでわからなかったところを確

認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 ビジネスケースを読んで、各段落を要約してください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ７段落） 

実施期間：第４回目の授業後に実施する。 

提出期限：第５回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 2 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ５段落） 

実施期間：第９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第１３回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅡB （4 単位） 

３．科目番号 GECD4212 

２．授業担当教員 岩井智重 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠＢと教員基礎演習ⅡＢ、及び教員開発演習ⅠＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、実際のビジネス場面におけるビジネスコミュニケーションを円滑に行うための練習やビジネ

スマナーの理解を深めることを目指す。その過程において、学習者自身の考えを表現し、学習者同士が学び

合えるようなディスカッションを重視していく。そして、このような表現活動を通じて、日本語の語彙力・

文法力も同時に身につける。また、様々なビジネス場面から文化事情や社会状況の考察を行い、ビジネスで

必要な高度なコミュニケーション力を高めることを目標とする。 

８．学習目標 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養う。 
2. ビジネスマナーの理解を深める。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力を身に
つける。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・高見智子著『ビジネスケースで学ぶ日本語』ジャパンタイムズ 2014 

【参考書】 

・宮崎道子・郷司幸子著『にほんごで働く！ビジネス日本語３０時間』スリーエーネットワーク 2009 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養うことができたか。 
2. ビジネスマナーの理解を深めることができたか。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力が身に
ついたか。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力がついたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.1～5の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.6～10の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.11～17の語彙を予習しておく 

事後学習 

学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.20～21の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.22～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第７回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.25～29の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第８回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.30～34の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.35～41の語彙を予習しておく 

事後学習 

学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.44～45の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.46～47の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～2 復習 
事前学習 教科書 pp.1～47の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 
Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.49～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

    ステージ４ タスク２ 

事前学習 教科書 pp.59～69の語彙を予習しておく 

事後学習 

学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 
Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.71～75の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.76～80の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

    ステージ４ タスク２ 

事前学習 教科書 pp.81～91の語彙を予習しておく 

事後学習 

学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 
Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.93～97の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.98～103の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.104～109の語彙を予習しておく 

事後学習 

学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ３ 練習 Ｃ表現練習 

    ステージ４ タスク１・２Ａ 

事前学習 教科書 pp.110～113の語彙を予習しておく 

事後学習 
学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 
Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ４ タスク２Ｂ・３ 

事前学習 教科書 pp.114～115の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 Unit 3～5 復習 
事前学習 教科書 pp.49～115の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２６回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 ビジネスケースを読んで、各段落を要約してください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ７段落） 

実施期間：第４回目の授業後に実施する。 

提出期限：第５回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 2 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ５段落） 



 

 

実施期間：第９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第１３回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

３ 

課題テーマ：Unit 3 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ６段落） 

実施期間：第１６回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１７回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第２５回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

４ 

課題テーマ：Unit 4 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ６段落） 

実施期間：第１９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第２１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第２５回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅡA （2 単位） 

３．科目番号 
GECD4211 

GECD4411 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・課題演習（論作文作成・模擬面接など） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ、ⅡA」および「教員開発演習ⅠA」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、1年次の「教員基礎演習Ⅰ（一般教養）」、2年次の「教員基礎演習Ⅱ（専門教養）」および 3年次

の「教員開発演習Ⅰ（教職教養）」で培われてきた各分野･領域における基礎学力を基盤とし、教員採用試験対策

における最終的な総まとめとしての段階と位置づけ、より実践的かつ実務的な講義･演習を中心とした講座を展

開する。 

各回の授業においては、自治体ごとの傾向を踏まえながら、小論文および面接試験などの対策を行う。 

８．学習目標 

１．各自治体による二次試験の出題傾向を自ら調べ対策をたてることができる。 

２．小論文や個人面接の試験において、過去に出題されたテーマに対して積極的に自らの意見を述べることがで

き、教員になるための資質の向上を目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回における積極的な発言、態度を評価 

２．論作文などの課題提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】協同教育研究会編『2020 年度版 全国まるごと過去問題集 ＃論作文・面接』協同出版。 

     津金邦明著『教員採用試験 面接突破 101 事例 2021 年版』学研。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・小論文や個人面接等において進んで自ら意見を述べることができる。（学習目標 2） 

・卒業後の自分をしっかり見据えて自分の進むべき方向性を準備している。（関心・意欲・態度） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業でのディスカッションや積極的参加度（50％）、各回に提示されたレポートや論作

文の成績（50％）を総合的に判断する。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位

取得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

③ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

④ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要であ

る。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更さ

れる場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

面接練習① 

事前学習 個人面接に対する心構えを考えてくる。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２回 面接練習② 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第３回 論文①教師論に関するテーマ 

事前学習 3年次に扱った論作文の書き方を思い出す。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第４回 面接練習③ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第５回 面接練習④ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第６回 論文②児童・生徒の指導に関するテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第７回 面接練習⑤ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第８回 面接練習⑥ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

  



伊勢崎キャンパス 

 

第９回 論文③児童・生徒の指導に関するテーマ 2 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１０回 面接練習⑦ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１１回 面接練習⑧ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１２回 論文④教育の目標や教育課題に関するテーマ 
事前学習 

前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 本時の論作文を完成させる。 

第１３回 面接練習⑨ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

課題研究 1 

補講授業を実施する。 
授業内容：面接練習⑩ 
実施時期：授業内で周知する。 

事前学習：前時の課題を振り返る。 
事後学習：本時の課題を深く考え、短く答えられるようまとめる。 

課題研究 2 

補講授業を実施する。 

授業内容：論文⑤抽象的なテーマ 
実施時期：授業内で周知する。 
事前学習：前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推敲する。 

事後学習：本時の論作文を完成させる。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅡA （4 単位） 

３．科目番号 
GECD4211 

GECD4411 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・課題演習（論作文作成・模擬面接など） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ、ⅡA」および「教員開発演習ⅠA」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、1年次の「教員基礎演習Ⅰ（一般教養）」、2年次の「教員基礎演習Ⅱ（専門教養）」および 3年次

の「教員開発演習Ⅰ（教職教養）」で培われてきた各分野･領域における基礎学力を基盤とし、教員採用試験対策

における最終的な総まとめとしての段階と位置づけ、より実践的かつ実務的な講義･演習を中心とした講座を展

開する。 

各回の授業においては、自治体ごとの傾向を踏まえながら、小論文および面接試験などの対策を行う。 

８．学習目標 

１．各自治体による二次試験の出題傾向を自ら調べ対策をたてることができる。 

２．小論文や個人面接の試験において、過去に出題されたテーマに対して積極的に自らの意見を述べることがで

き、教員になるための資質の向上を目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回における積極的な発言、態度を評価 

２．論作文などの課題提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】協同教育研究会編『2020 年度版 全国まるごと過去問題集 ＃論作文・面接』協同出版。 

     津金邦明著『教員採用試験 面接突破 101 事例 2021 年版』学研。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・小論文や個人面接等において進んで自ら意見を述べることができる。（学習目標 2） 

・卒業後の自分をしっかり見据えて自分の進むべき方向性を準備している。（関心・意欲・態度） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業でのディスカッションや積極的参加度（50％）、各回に提示されたレポートや論作

文の成績（50％）を総合的に判断する。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位

取得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

③ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

④ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要であ

る。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更さ

れる場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

面接練習① 

事前学習 個人面接に対する心構えを考えてくる。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２回 面接練習② 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第３回 論文①教師論に関するテーマ 

事前学習 3 年次に扱った論作文の書き方を思い出す。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第４回 面接練習③ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第５回 面接練習④ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第６回 論文②児童・生徒の指導に関するテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第７回 面接練習⑤ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第８回 面接練習⑥ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

  



伊勢崎キャンパス 

 

第９回 論文③児童・生徒の指導に関するテーマ 2 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１０回 面接練習⑦ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１１回 面接練習⑧ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１２回 論文④教育の目標や教育課題に関するテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第１３回 面接練習⑨ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第１４回 面接練習⑩ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第１５回 論文⑤教育の目標や教育課題に関するテーマ 2 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推

敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１６回 面接練習⑪ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１７回 面接練習⑫ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１８回 論文⑥教育の目標や教育課題に関するテーマ 3 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１９回 面接練習⑬ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２０回 面接練習⑭ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２１回 論文⑦抽象的なテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第２２回 面接練習⑮ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第２３回 面接練習⑯ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第２４回 論文⑧抽象的なテーマ 2 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推

敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第２５回 面接練習⑰ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２６回 面接練習⑱ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：「子供と共に歩む教師」について、自分の経験を踏まえて述べなさい。（テキスト pp.16-17） 

＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 
なお、当設題を実際に出題した自治体について言及しなくてもよい。 
レポート形式：原稿用紙 800 字以内 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて次の論作文執筆に活かせるようにしておく
こと。 

  



 

課題研究 2 

課題研究テーマ：いじめは深刻な教育現場の課題として、社会からも強くその解決が求められているところです。その

ためには、「生徒自らがいじめを許さない集団」作りに取り組む必要があります。この目標を達成するため、あなたは教

科学習や学習指導の場面で、どのような指導を展開したいと考えるか、具体的に述べなさい。（テキスト pp.142-143） 
＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 
レポート形式：原稿用紙 800字以内 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて次の論作文執筆に活かせるようにしておく

こと。 

課題研究 3 

課題研究テーマ：確かな学力を育むためには、互いのよさを認め合い、自分のよさを発揮できる学級づくりが大切です。

あなたは、このことをどのように考え、学級担任としてどのように取り組んでいきますか。600字以上 800字以内で、あ

なたの考えを具体的に述べなさい。（テキスト pp.44-45） 
＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 

なお、当設題を実際に出題した自治体について言及しなくてもよい。 

レポート形式：原稿用紙 600字以上 800字以内 

実施時期：第 20回の授業後に実施する。 

提出期限：第 22回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて面接練習に活かせるようにしておくこと。 

課題研究 4 

課題研究テーマ：あなたが教員として、これからの社会を生きる児童生徒に最も身に付けさせたい力は何ですか。また、
そのために、どのような教育実践に取り組みますか。具体的に述べなさい。（テキスト pp.91-93） 

＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 

なお、当設題を実際に出題した自治体について言及しなくてもよい。 

レポート形式：原稿用紙 800 字以内 

実施時期：第 23 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 25 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて面接練習に活かせるようにしておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅠA （2 単位） 

３．科目番号 
GECD1411 

GECD1211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・問題演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教員になるためには「一般教養」をはじめ、校種・教科別の「専門教養」、あるいは教職に関する基礎的な

教養としての「教職教養」等の知識を確実に身につけることが求められる。本学の教員採用試験の記述試験

対策は、1 年次、2 年次の教員基礎演習 IA および IIA（専門教養）、3 年次の教員開発演習 IA（教職教養）

と一貫したプログラムで構成されている。教員基礎演習 I においては、「専門教養（小学校全科）」のうち、

特に国語、社会および算数の一部の重要ポイントを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目

標とする。なお、「専門教養（小学校全科）」は「一般教養」を含んでいるので、小学校教諭免許取得希望者

以外も積極的に取り組んでもらいたい。 

８．学習目標 

１．教育に関する基礎的な教養を身につけ、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得する。 

２．専門教養の各領域の出題を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができ

る。 

３．専門教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

４．専門教養の各領域において過去に教員採用試験で出題された問題を演習することにより、出題方法を実

践的に理解する。そのうえで、自ら問題集などに取り組み、自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集 小学校全科』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・学習すべき各領域（教科）において未習熟の箇所を確認し習得することができる。（学習目標 1） 

・自分が習得すべき領域（教科）における「学習の仕方」や「学習計画の立て方」を身に付けることができ

る。（学習目標 2、3） 

・各分野、領域あるいは教科等の重要なポイントを押さえ、これを応用する能力を身に付けることができる。

（学習目標 4） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各回の確認テストの成績（50％）、習得度確認テス

トの成績（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4 以上の

出席が単位取得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力･実践力を身につけることを目的としている。目

的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要

である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変

更される場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

＊本演習における特性と今後の展望。教科書

の確認。 

事前学習 本講義内容をシラバスにてあらかじめ把握し臨む。 

事後学習 小学校全科における学習内容を大まかに理解する。 

第２回 

国語①学習指導要領の教科目標を中心に（問

題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第３回 

国語②学習指導要領の学年目標を中心に（問

題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第４回 
国語③漢字を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

  



 

 

第５回 
国語④語句を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第６回 
国語⑤文法を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第７回 
国語⑥敬語を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第８回 
国語⑦文学史を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第９回 

国語⑧文学作品の読解を中心に（問題集 pp.2

～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１０回 

国語⑨文学作品の読解を中心に（問題集 pp.2

～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１１回 
国語⑩短歌、俳句を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１２回 

社会①学習指導要領の教科目標を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果と課

題を確認すること。 

第１４回 

社会②学習指導要領の学年目標を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１５回 

社会③世界地理を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１６回 

社会④日本地理を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１７回 

社会⑤原始・古代～中世の歴史を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１８回 

社会⑥近世～近代・現代の歴史を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１９回 

社会⑦政治・経済を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２０回 

社会⑧国際社会を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２１回 

算数①分数の計算を中心に（問題集 pp.112

～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２２回 

算数②因数分解を中心に（問題集 pp.112～

146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

  



 

 

第２３回 
算数③平方根を中心に（問題集 pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２４回 
算数④数列を中心に（問題集 pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２５回 

算数⑤公倍数・公約数を中心に（問題集

pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２６回 

算数⑥一次方程式を中心に（問題集 pp.112

～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２７回 

算数⑦二次方程式を中心に（問題集 pp.112

～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２８回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果と課

題を確認すること。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：算数の学習指導要領の問題 1 から問題 7（問題集 pp.112～116）を解きなさい。その際、内容の理解

に努め、答えだけではなく問題文も用紙に手書きすること。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった点についてさらに調べるなどして復習しておくこと。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：算数の学習指導要領の問題 8 から問題 15（問題集 pp.116～118）を解きなさい。その際、内容の理

解に努め、答えだけではなく問題文も用紙に手書きすること。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 13 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 14 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった点についてさらに調べるなどして復習しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅡB（2 単位）再履修用 

３．科目番号 GECD2212 

２．授業担当教員 古田 高史 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠB（教養基礎演習ⅡB)を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的とし、そこからビジ

ネス場面や教育場面を含む様々な場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日

常的な言語活動を文レベルでの発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、

パターンから外れた場面での複雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面にお

ける複雑なコミュニケーションが行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4 技能を総合的

に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 

３）議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテ

ーマを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』 

ココ出版（税抜 1,800円） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

2. 日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

5. 自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業が出来るようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を

通じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等

して、タスク活動などを調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本人とのコミュニケ

ーションの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書の目次に目を通してこの授業の全体

像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 14 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 14 あなたのためを思って忠告したのに…… 

事前学習 
教科書のケース 14 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 15 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 15 男同士の友情と彼女 

事前学習 
教科書のケース 15 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 16 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 16 友だちとの旅行 

事前学習 
教科書のケース 16 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 17 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

  



 

 

第５回 ケース 17 お客様は神様? 

事前学習 
教科書のケース 17 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 18 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第６回 ケース 18 会社の予算を超えちゃった 

事前学習 
教科書のケース 18 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 14～18 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 14～18 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 
教科書のケース 19 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 19 もらえなかったアルバイト代 

事前学習 
教科書のケース 19 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 20 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 20 誘いを断っても大丈夫? 

事前学習 
教科書のケース 20 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 21 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 21 アルバイトの先輩が……どうしよう! 

事前学習 
教科書のケース 21 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 22 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 22 大学って何をするところ?  

事前学習 
教科書のケース 22 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 23 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 23 クラス発表の準備 

事前学習 
教科書のケース 23 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 19～23 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第１３回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 19～23 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 
全ての授業内容を復習しケース 14～23 で最

も関心のあるテーマでレポートを作成する 

課題研究 

1 

課題内容：授業で学んだケース 14～18 から興味のあるテーマでレポートを提出する 

実施時期：第 7 回終了後 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題内容：授業で学んだケース 14～23 から最も関心を持ったテーマでレポートを提出する 

実施時期：第 13 回終了後 

提出期限：第 13 回授業終了後 1 週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅡB（4 単位） 

３．科目番号 GECD2212 

２．授業担当教員 岩井 智重 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠB（教養基礎演習ⅡB)を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的とし、そこからビジ

ネス場面や教育場面を含む様々な場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日

常的な言語活動を文レベルでの発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、

パターンから外れた場面での複雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面にお

ける複雑なコミュニケーションが行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4 技能を総合的

に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 

３）議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテ

ーマを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』ココ出版（税

抜 1,800円） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

2. 日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

5. 自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業が出来るようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を

通じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等

して、タスク活動などの調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本人とのコミュニケ

ーションの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書の目次に目を通してこの授業の全体

像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 14 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 14 あなたのためを思って忠告したのに…… 

事前学習 
教科書のケース 14 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 15 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 15 男同士の友情と彼女 

事前学習 
教科書のケース 15 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 16 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 16 友だちとの旅行 

事前学習 
教科書のケース 16 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 17 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

  



 

 

第５回 ケース 17 お客様は神様? 

事前学習 
教科書のケース 17 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 18 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第６回 ケース 18 会社の予算を超えちゃった 

事前学習 
教科書のケース 18 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 14～18 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 14～18 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 
教科書のケース 19 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 19 もらえなかったアルバイト代 

事前学習 
教科書のケース 19 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 20 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 20 誘いを断っても大丈夫? 

事前学習 
教科書のケース 20 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 21 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 21 アルバイトの先輩が……どうしよう! 

事前学習 
教科書のケース 21 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 22 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 22 大学って何をするところ?  

事前学習 
教科書のケース 22 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 23 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 23 クラス発表の準備 

事前学習 
教科書のケース 23 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 19～23 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第１３回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 19～23 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 

これまでの授業内容を復習しケース 14～23

で最も関心のあるテーマでレポートを作成

する 

第１４回 日本での大学生活の悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
これまで学んだケース 14～23 を振り返り、

特に日本大学生活での悩みについて考える 

事後学習 
教科書のケース 27 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１５回 ケース 27 メールに返事をくれない先生 

事前学習 
教科書のケース 27 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 28 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１６回 ケース 28 時間がもったいない 

事前学習 
教科書のケース 28 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 29 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１７回 ケース 29 研究か、恋愛か 

事前学習 
教科書のケース 29 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 30 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１８回 ケース 30 私はマネージャーじゃない! 

事前学習 
教科書のケース 30 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 31 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１９回 ケース 31 インターナショナル・フェスティバル 

事前学習 
教科書のケース 31 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 32 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２０回 ケース 32 年齢はそんなに重要? 

事前学習 
教科書のケース 32 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 33 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

  



 

 

第２１回 ケース 33 剣道部の部長になったけれど…… 

事前学習 
教科書のケース 33 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 34 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２２回 ケース 34 私、彼氏いるんですけど…… 

事前学習 
教科書のケース 34 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 35 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２３回 ケース 35 どこで就職する? 

事前学習 
教科書のケース 35 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 36 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２４回 ケース 36 人生の岐路 

事前学習 
教科書のケース 36 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 37 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２５回 ケース 37 家族の期待と自分のしたいことのはざまで 

事前学習 
教科書のケース 37 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 38 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２６回 ケース 38 ちゃんとした仕事をさせてくれない 

事前学習 
教科書のケース 38 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 27～38 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第２７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース 27～38 から興味のあ

るテーマでレポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する 

第２８回 

レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する）および日本語到達度チ

ェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての回の授業中に行った内容を復習する 

課題研究 

1 

課題内容：授業で学んだケース 14～18 から興味のあるテーマでレポートを提出する 

実施時期：第 7 回終了後 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

実施時期：第 13 回終了後、 

提出期限：第 13 回授業終了後 1 週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅡA （2 単位）再履修用 

３．科目番号 
GECD2411 

GECD2211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義･問題演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ」を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身につけることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。 

本学の教員採用試験の記述試験対策は、1、2 年次の教員基礎演習 IA および教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年

次の教員開発演習 IA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員基礎演習ⅡA においては、「専門

教養（小学校全科）」のうち、特に算数の一部および理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、外国語活動・外

国語の重要ポイントを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。なお、「専門教養（小学

校全科）」は「一般教養」を含んでいるので、小学校教諭免許取得希望者以外も積極的に取り組んでもらいたい。 

８．学習目標 

１．教育に関する基礎的な教養を身につけ、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得する。 

２．専門教養の各領域の出題を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

３．専門教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

４．専門教養の各領域の過去問練習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集などに取り組

み、自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集 小学校全科』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育に関する基礎的な教養にかかわる知識を身に付けることができる。（学習目標 1） 

・専門教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 3、4） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各回の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成

績（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取

得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力･実践力を身につけることを目的としている。目的達

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更され

る場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
国語①漢字・語句を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第２回 
国語②文法・敬語を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第３回 
社会①地理を中心に（問題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第４回 
社会②歴史を中心に（問題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第５回 
算数：図形を中心に（問題集 pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第６回 

理科：物質・エネルギーを中心に（問題集 pp.148

～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第７回 生活（問題集 pp.202～212） 事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 



 

＊授業の後半に確認テストを実施 
事後学習 

確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第８回 
音楽（問題集 pp.214～245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第９回 
図画工作（問題集 pp.248～269） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第１０回 
家庭（問題集 pp.272～295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第１１回 
体育（問題集 pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第１２回 
外国語（問題集 pp.324～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成

果と課題を確認すること。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：算数の数・式の計算に関する問題 16 から問題 25（問題集 pp.119～121）を解きなさい。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった問題について復習しておくこと。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：理科の「生命・地球」の動物に関する問題 78 から問題 87（問題集 pp.184～187）を解きなさい。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった問題について復習しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅡA （4 単位） 

３．科目番号 
GECD2411 

GECD2211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義･問題演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ」を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身につけることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。 

本学の教員採用試験の記述試験対策は、1、2 年次の教員基礎演習 IA および教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年

次の教員開発演習 IA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員基礎演習ⅡA においては、「専門

教養（小学校全科）」のうち、特に算数の一部および理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、外国語活動・外

国語の重要ポイントを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。なお、「専門教養（小学

校全科）」は「一般教養」を含んでいるので、小学校教諭免許取得希望者以外も積極的に取り組んでもらいたい。 

８．学習目標 

１．教育に関する基礎的な教養を身につけ、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得する。 

２．専門教養の各領域の出題を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

３．専門教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

４．専門教養の各領域の過去問練習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集などに取り組

み、自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2020 年度 教員採用試験対策 問題集 小学校全科』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育に関する基礎的な教養にかかわる知識を身に付けることができる。（学習目標 1） 

・専門教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 3、4） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各回の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成

績（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取

得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力･実践力を身につけることを目的としている。目的達

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更され

る場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

理科①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２回 
理科②光を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第３回 
理科③音を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第４回 
理科④力を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第５回 
理科⑤運動を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第６回 

理科⑥化学全般を中心に（小学校全科 pp.148～

200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 



 

第７回 

理科⑦化学反応式を中心に（小学校全科 pp.148

～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第８回 
理科⑧植物を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第９回 
理科⑨動物を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１０回 
理科⑩宇宙を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１１回 
理科⑪岩石を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１２回 

音楽①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.214～245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

第１４回 

音楽②音楽一般を中心に（小学校全科 pp.214～

245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１５回 

音楽③表現、鑑賞、総合を中心に（小学校全科

pp.214～245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１６回 

家庭①衣生活を中心に（小学校全科 pp.272～

295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１７回 

家庭②食生活を中心に（小学校全科 pp.272～

295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１８回 

家庭③家族の生活と住居を中心に（小学校全科

pp.272～295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１９回 

体育①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２０回 

体育②器械運動、陸上運動を中心に（小学校全科

pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２１回 

体育③水泳、ボール運動、保健を中心に（小学校

全科 pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２２回 

外国語①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.324～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２３回 

外国語②英語の語彙を中心に（小学校全科

pp.324～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２４回 

外国語③英文法を中心に（小学校全科 pp.324～

342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２５回 

外国語④英会話を中心に（小学校全科 pp.324～

342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２６回 

外国語⑤英文読解を中心に（小学校全科 pp.324

～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２７回 

外国語⑥英文読解を中心に（小学校全科 pp.324

～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２８回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

課題研究 1 課題研究テーマ：理科の電磁気に関する問題 27 から問題 35（問題集 pp.161～164）を解きなさい。 



 

 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった問題について復習しておくこと。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：理科の水溶液の濃度に関する問題 42 から問題 46（問題集 pp.167～169）を解きなさい。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった問題について復習しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教師論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 SJTC1401 

２．授業担当教員 北林 敬 

４．授業形態 講義、事例研究（グループワーク）、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日の学校教育が抱える様々な課題を解決する上で、その主たる担い手である教員の役割や責任は極めて大

きい。これからの教員は、教科・科目に関する知識を教授するだけでなく、広い視野に立ち、思いやりのあ
る人間性豊かな子どもたちを育成することが求められている。現代社会における教職の重要性の高まりを背
景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容等について身に付け、教職への意欲を高め、さらに適

性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する。 

８．学習目標 

1. 我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解し、説明が出来るようになる。 

2. 教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解し、態度化できる。 

3. 教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に問題

解決力を培うように努めること。 

１．ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．課題研究レポート①「教師論を学ぶ意義について述べよ。」(1000字) 

  課題研究レポート②「どのような教師をめざすのかについて述べよ。」（1000字） 

３．期末演習課題 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

秋田喜代美・佐藤学『新しい時代の教職入門 改訂版』有斐閣アルマ、2015。 

【参考書】 

佐藤晴雄著『教職概論-教職を目指す人のために-（第５次改訂版）』学陽書房、2018。 

【教材】 

授業内でワークシートを配布する。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

教職の意義や教員の役割・職務内容に関心を持ち、教員に求められる資質・能力、教育を支える法律上の規
定などを理解し、説明ができる。 

○評定の方法 

・学習記録・演習課題６０％、レポート２０％、受講態度２０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業中は私語を慎み、携帯電話の電源を切って参加すること。 

２．グループワークやグループ討議には積極的に参加すること。 

３．授業中に分からなかったことや疑問点は後に残さずに授業後に質問すること。 

４．レポートや課題（ワークシート等）の提出期限を守ること。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション‐教師とは何か‐ 
事前学習 教科書のまえがきと目次（pp.ⅰ～xv）を読んでおく。 

事後学習 
教師論を学ぶ意義について自分なりに考えをまとめてお
く。 

第２回 教師の日常世界へ（第１章） 

事前学習 
教科書「第１章」（pp.1～20）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

第３回 授業をつくる（第２章） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.21～48）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

第４回 授業から学ぶ（第３章） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.49～70）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

第５回 カリキュラムをデザインする（第４章） 

事前学習 
教科書「第４章」（pp.71～84）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

第６回 子どもを育む（第５章） 

事前学習 
教科書「第５章」１・２（pp.85～106）を読み、分から
ない部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

第７回 生涯を教師として生きる（第６章） 

事前学習 
教科書「第６章」（pp.107～132）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 



 

 

第８回 同僚とともに学校を創る（第７章） 

事前学習 
教科書「第７章」（pp.133～152）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

第９回 教職の専門性（第８章） 

事前学習 
教科書「第７章」（pp.153～178）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

第１０回 時代の中の教師（第９章） 

事前学習 
教科書「第８章」（pp.179～200）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

第１１回 教師の仕事とジェンダー（第１０章） 

事前学習 
教科書「第９章」（pp.201～226）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

第１２回 教育改革と教師の未来（第１１章） 

事前学習 
教科書「第１０章」（pp.227～242）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

第１３回 教師研究へのアプローチ（資料編①） 

事前学習 
教科書「第１１章」（pp.243～261）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 
授業内容やグループ討議で話し合ったことをワークシー
トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問
する。 

課題研究 

1 

課題研究①「教師論を学ぶ意義について述べよ。（1000字」5月末日締め切り 
添削後 6月中旬授業にて返却指導を行う。 
事前指導 
教科書のまえがきと目次（pp.ⅰ～xv）を読んでレポートの構想を練る。 
事後指導 
レポート作成で学んだことをノートにまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究②「どのような教師をめざすのかについて述べよ。（1000字）」7月末日締め切り 
添削後 8月下旬授業にて返却指導を行う。 
事前指導 
授業で学んだことを振り返り、どのような教師をめざすのかについての自分の考えをまとめ、レポートの構想を練る。 
事後指導 
レポート作成で学んだことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教養基礎演習Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 GELA1104 

２．授業担当教員 アカデミック・アドバイザー 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

大学は専門的職業への学習・準備期間である。この 4 年間をうまくデザインして、自分の夢を実現すること
は、学生に課せられた課題である。それを援助するのが、この講座の目的である。そこで本科目は、この 4年
間の生活の仕方から始まり、授業の受け方や行事の意義並びに学ぶ仲間との交流の仕方を体得していく。最
終的には、卒業時の就職や進学に関する内容を学び、日々の勉学への意欲を高めていく。 

８．学習目標 

１．大学で共に学びあう仲間をつくる。 
２．時間の流れから将来計画をどのように考えていくべきかを理解し、将来の目標を明確に持つことができ

るようになる。 
３．より実際的な将来を切り開くため、自分の特性や家庭事情も含めて考えることができる。 
４．就職や進学のためにこの 4年間にどのような準備が必要か理解でき、行動に移すことができる。 
５．キャリアを人生のプロセスの中で考えられ、修正できる柔軟性を身につける。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．大学生としての学びは高校時代とは何が違うのか。－本学の授業に期待すること－ 
２．自分が将来就きたい職業を考える。－その職業に就いた時、どんな人物像でありたいか－ 
３．この半年間での私の進歩 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 
『履修要項』『学生生活の手引き』 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 
・大学生活に慣れ、大学での学びで必要となる自律的な学習態度・方法を身につけたか。 
・大学４年間の学習計画を立て、卒業後の展望について考えることができたか。 
○評定の方法 
１．平常点(授業態度・発表・発言など)  50％ 
２．課題レポート 50％ 

12．受講生への 
メッセージ 

他の大学と異なり、本学の学生生活はかなり厳しいものがある。例えば、授業への出席やレポート、発表
が義務づけられ、かつディスカッションがふんだんに課せられるからである。そこで、入学後には、早速、
高校時代とは異なる大きな段差があることになる。そこで、それにつまずかないよう、かつ将来を見据えた
生活設計ができるよう本科目は設けられているので、必ず出席し、課題に取り組んでいただきたい。 

13．オフィスアワー 各アカデミック・アドバイザーの指示に従ってください。 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション(教員の自
己紹介/大学における履修方法
および成績評価について学ぶ） 

事前学習 春期オリエンテーションで分からなかったところを整理しておく。 

事後学習 履修方法や成績評価について分からなかったことを質問する。 

第２回 
仲間作り 
（これまでの友人関係や部活で
の活動等について語り合う） 

事前学習 
これまでの友人関係や部活での活動等について思い出し、整理してお
く。 

事後学習 同級生の話を聞き、自分との共通点や相違点についてまとめる。 

第３回 
コミュニケーション・スキル学
習 

事前学習 
自分が周りの友人や家族にどのようなコミュニケーションをしている
のかについて振り返り、整理しておく。 

事後学習 授業で学んだことをまとめ、今後のコミュニケーションに活用する。 

第４回 
将来計画と今すべきこと・した
いことを考える 

事前学習 
大学に入学してからどのようなことをしてきたかについて振り返り、
整理しておく。 

事後学習 授業で学んだことを活用し、今すべきことを計画通り実行していく。 

第５回 職業について考える 
事前学習 自分が将来就きたい職業について考えを整理しておく。 

事後学習 
自分が将来就きたい職業に就くにはどうしたらよいかについて自ら調
べる。 

第６回 
各学部、学科における専門教育
への導入① 

事前学習 
自分が所属している学部学科ではどのような専門性を身に付けること
ができるのかについてシラバスや大学のホームページを見て、確認し
ておく。 

事後学習 
授業中に示された各学部学科の専門教育で必要な基礎知識について復
習する。 

第７回 
各学部、学科における専門教育
への導入② 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①での学習内容を復習してお
く。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入②での学習内容を復習する。 

第８回 本学の試験に備えてすべきこと 
事前学習 

自分が受講している授業のシラバスを確認し、各授業の成績評価の方
法を確認しておく。 

事後学習 授業で学んだことを活用し、テストやレポートに向けて学習する。 

第９回 
卒業生・先輩から学生生活、就
職について話をきく 

事前学習 卒業生や先輩に質問したいことを事前にまとめておく。 

事後学習 
卒業生や先輩から聞いた話をまとめ、今後の学生生活の中で活用して
いく。 

第１０回 体を鍛えて明日の自分を考える 
事前学習 大学に入り、どのような運動をしてきたかについて思い出しておく。 
事後学習 合同スポーツデイに向けて体力作りに励む。 

第１１回 
各学部、学科における専門教育
への導入③ 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①②での学習内容を復習して
おく。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入③での学習内容を復習する。 

第１２回 
各学部、学科における専門教育
への導入④ 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①②③での学習内容を復習し
ておく。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入④での学習内容を復習する。 

第１３回 この半年間で学んできたもの 
事前学習 これまでの学習内容について整理しておく。 

事後学習 
今後の学生生活を有意義に過ごすために教養基礎演習Ⅰの中で学んだ
ものを活用していく。 

  



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：自分が将来就きたい職業を考える。－その職業に就いた時、どんな人物像でありたいか－ 

レポート形式 Ａ４サイズ 1ページ以内（1200字以上） 

実施時期：第９回の授業後に行うこと。 

提出時期：第１０回授業にて提出すること。提出後、添削指導を行い返却する。添削内容についての質問は、その後の

授業時間の前後に行うこと。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：この半年間での私の進歩 

レポート形式 Ａ４サイズ 1ページ以内（1200字以上） 

実施時期：第１２回の授業後に行うこと。 

提出時期：第１３回授業にて提出すること。提出後、添削指導を行い返却する。添削内容についての質問は、メールや

オフィスアワーにて受け付ける。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅢB (4 単位)  

３．科目番号 GECD2205 

２．授業担当教員 大上 忠幸・ヴェステリ テチアナ・石川 英伸 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡB（教員基礎演習ⅠB)を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的とし、そこからビ

ジネス場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日常的な言語活動を文レベル

での発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、パターンから外れた場面

での複雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面における複雑なコミュニケー

ションが行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4技能を総合的に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 

３）議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテ

ーマを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』 

ココ出版（税抜 1,800円） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

2. 日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

5. 自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業が出来るようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を

通じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等

して、タスク活動などの調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本人とのコミュニケ

ーションの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書の目次に目を通してこの授業の全体

像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 14 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 14 あなたのためを思って忠告したのに…… 

事前学習 
教科書のケース 14 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 15 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 15 男同士の友情と彼女 

事前学習 
教科書のケース 15 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 16 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 16 友だちとの旅行 

事前学習 
教科書のケース 16 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 17 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第５回 ケース 17 お客様は神様? 

事前学習 
教科書のケース 17 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 18 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 



 

 

第６回 ケース 18 会社の予算を超えちゃった 

事前学習 
教科書のケース 18 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 14～18 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 14～18 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 
教科書のケース 19 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 19 もらえなかったアルバイト代 

事前学習 
教科書のケース 19 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 20 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 20 誘いを断っても大丈夫? 

事前学習 
教科書のケース 20 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 21 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 21 アルバイトの先輩が……どうしよう! 

事前学習 
教科書のケース 21 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 22 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 22 大学って何をするところ?  

事前学習 
教科書のケース 22 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 23 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 23 クラス発表の準備 

事前学習 
教科書のケース 23 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 19～23 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第１３回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 19～23 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 

これまでの授業内容を復習しケース 14～23

で最も関心のあるテーマでレポートを作成

する 

第１４回 日本での大学生活の悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
これまで学んだケース 14～23 を振り返り、

特に日本大学生活での悩みについて考える 

事後学習 
教科書のケース 27 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１５回 ケース 27 メールに返事をくれない先生 

事前学習 
教科書のケース 27 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 28 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１６回 ケース 28 時間がもったいない 

事前学習 
教科書のケース 28 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 29 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１７回 ケース 29 研究か、恋愛か 

事前学習 
教科書のケース 29 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 30 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第 18 回 ケース 30 私はマネージャーじゃない! 

事前学習 
教科書のケース 30 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 31 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１９回 ケース 31 インターナショナル・フェスティバル 

事前学習 
教科書のケース 31 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 32 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２０回 ケース 32 年齢はそんなに重要? 

事前学習 
教科書のケース 32 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 33 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２１回 ケース 33 剣道部の部長になったけれど…… 

事前学習 
教科書のケース 33 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 34 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

  



 

 

第２２回 ケース 34 私、彼氏いるんですけど…… 

事前学習 
教科書のケース 34 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 35 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２３回 ケース 35 どこで就職する? 

事前学習 
教科書のケース 35 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 36 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２４回 ケース 36 人生の岐路 

事前学習 
教科書のケース 36 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 37 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２５回 ケース 37 家族の期待と自分のしたいことのはざまで 

事前学習 
教科書のケース 37 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 38 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２６回 ケース 38 ちゃんとした仕事をさせてくれない 

事前学習 
教科書のケース 38 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 27～38 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第２７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース 27～38 から興味のあ

るテーマでレポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する 

第２８回 

レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する）および日本語到達度チ

ェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての回の授業中に行った内容を復習する 

課題研究 

1 
第 7 回終了後、授業で学んだケース 14～18 から興味のあるテーマでレポートを提出する 

課題研究 

2 
第 13 回終了後、授業で学んだケース 14～23 から最も関心を持ったテーマでレポートを提出する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅢB (4 単位)  

３．科目番号 GECD2205 

２．授業担当教員 大上 忠幸・ヴェステリ テチアナ・大谷 崇 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡB（教員基礎演習ⅠB)を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的とし、そこからビ

ジネス場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日常的な言語活動を文レベル

での発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、パターンから外れた場面

での複雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面における複雑なコミュニケー

ションが行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4技能を総合的に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 

３）議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテ

ーマを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』 

ココ出版（税抜 1,800円） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

2. 日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

5. 自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業が出来るようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を

通じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等

して、タスク活動などの調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本人とのコミュニケ

ーションの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書の目次に目を通してこの授業の全体

像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 14 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 14 あなたのためを思って忠告したのに…… 

事前学習 
教科書のケース 14 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 15 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 15 男同士の友情と彼女 

事前学習 
教科書のケース 15 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 16 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 16 友だちとの旅行 

事前学習 
教科書のケース 16 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 17 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第５回 ケース 17 お客様は神様? 

事前学習 
教科書のケース 17 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 18 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 



 

 

第６回 ケース 18 会社の予算を超えちゃった 

事前学習 
教科書のケース 18 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 14～18 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 14～18 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 
教科書のケース 19 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 19 もらえなかったアルバイト代 

事前学習 
教科書のケース 19 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 20 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 20 誘いを断っても大丈夫? 

事前学習 
教科書のケース 20 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 21 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 21 アルバイトの先輩が……どうしよう! 

事前学習 
教科書のケース 21 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 22 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 22 大学って何をするところ?  

事前学習 
教科書のケース 22 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 23 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 23 クラス発表の準備 

事前学習 
教科書のケース 23 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 19～23 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第１３回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 19～23 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する 

事後学習 

これまでの授業内容を復習しケース 14～23

で最も関心のあるテーマでレポートを作成

する 

第１４回 日本での大学生活の悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
これまで学んだケース 14～23 を振り返り、

特に日本大学生活での悩みについて考える 

事後学習 
教科書のケース 27 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１５回 ケース 27 メールに返事をくれない先生 

事前学習 
教科書のケース 27 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 28 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１６回 ケース 28 時間がもったいない 

事前学習 
教科書のケース 28 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 29 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１７回 ケース 29 研究か、恋愛か 

事前学習 
教科書のケース 29 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 30 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第 18 回 ケース 30 私はマネージャーじゃない! 

事前学習 
教科書のケース 30 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 31 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１９回 ケース 31 インターナショナル・フェスティバル 

事前学習 
教科書のケース 31 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 32 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２０回 ケース 32 年齢はそんなに重要? 

事前学習 
教科書のケース 32 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 33 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２１回 ケース 33 剣道部の部長になったけれど…… 

事前学習 
教科書のケース 33 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 34 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

  



 

 

第２２回 ケース 34 私、彼氏いるんですけど…… 

事前学習 
教科書のケース 34 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 35 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２３回 ケース 35 どこで就職する? 

事前学習 
教科書のケース 35 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 36 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２４回 ケース 36 人生の岐路 

事前学習 
教科書のケース 36 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 37 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２５回 ケース 37 家族の期待と自分のしたいことのはざまで 

事前学習 
教科書のケース 37 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 38 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２６回 ケース 38 ちゃんとした仕事をさせてくれない 

事前学習 
教科書のケース 38 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 27～38 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する 

第２７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース 27～38 から興味のあ

るテーマでレポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する 

第２８回 

レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する）および日本語到達度チ

ェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての回の授業中に行った内容を復習する 

課題研究 

1 

レポートテーマ：授業で学んだケース 14～18 から興味のあるテーマでレポートを提出する 

実施時期：第 7 回終了後。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる 

課題研究 

2 

レポートテーマ：授業で学んだケース 14～23 から最も関心を持ったテーマでレポートを提出する。 

実施時期：第 13 回終了後 

提出期限：第 13 回授業終了後 1 週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

 



伊勢崎キャンパス 

 

１．科目名（単位

数） 
教養基礎演習ⅡA（2 単位） 

３．科目番号 

GECD1204 

GELA1204 

GELA1304 

GELA2204 

GELA2304 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、「教養」を身に付けるための一環として、①知能分野（文章理解、判断推理、数的推理、資料解
釈）と、②知識分野（政治、経済、社会、地理）の問題を解きながら、その解法や留意点などについて理解を深
め、応用力を高めていく。また、「教養」とは何かを再認識して、それを身に付けることの意義についても考察

する。さらに、問題発見・解決能力や協調性を高めるためのディスカッション、表現力を高めるための発表やレ
ポート課題なども取り入れ、幅広い意味での教養を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験日に「教養を身に付けることの意義について」というテーマで、1000字程度の 

レポートを作成し、提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『無敵の地方公務員、初級、過去問クリア問題集』高橋書店 

【参考書】国語辞典、英和辞典、高校時代に使用した教科書や参考書 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定できたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題発見解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど）20％ 

・理解度（ディスカッション記録、レポート、発表内容、資料等の作成など）20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等）60％ 

・3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。 

・特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、「基本的な勉強法」や「教養を身に付けることの意義」を学んで頂き、自分の将来の目標 

に向かって、自らが積極的に勉強できるようになることを願っている。 

13．オフィスアワー オリエンテーションで連絡 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の進め方、マナーなど） 

就職・資格試験対策（勉強法、最近の傾向など） 

事前学習 自分の将来像について考えてくる。 

事後学習 就きたい職業や必要な資格について調べてくる。 

第２回 知能分野の攻略法、文章理解（現代文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第３回 文章理解（現代文、古文、漢文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第４回 文章理解（英文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第５回 文章理解（国語①～④） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第６回 文章理解（国語⑤～⑧） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第７回 判断推理（集合①） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第８回 判断推理（集合②） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第９回 判断推理（論理①②） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１０回 判断推理（対応関係、出張） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。  

第１１回 判断推理（海釣り、対応関係） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１２回 判断推理（位置、順序、発言） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 
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第１３回 判断推理（試合、油分け算、一筆書き） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１４回 
判断推理（図形、軌跡、サイコロ、裁ち合わせ、回転

体、立体図形） 

事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１５回 判断推理の再確認テスト（第 13～16 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１６回 数的推理（整数、約数） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１７回 数的推理（比、方程式） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１８回 数的推理（年齢算、濃度） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１９回 数的推理（速さ、旅人算、通過算、流水算） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２０回 数的推理の再確認テスト（第 18～21 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２１回 数的推理（仕事算、給排水算） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２２回 数的推理（最短経路、場合の数、組合せ） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２３回 数的推理（確率、図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２４回 数的推理（図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２５回 数的推理の再確認テスト（第 23～26 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２６回 資料解釈 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２７回 資料解釈の再確認テスト（第 29 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２８回 
教養を身に付けることの意義について、ディスカッ

ションと発表（期末試験対策） 

事前学習 教養を身に付ける意義について考えてくる 

事後学習 期末試験でレポートを書けるように準備する。 

課題研究１ 

課題：文章理解（第２～６回の授業）を勉強する上で重要なことについて、具体例を挙げつつ、1000 字程度のレポート

（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施期間：第６回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究２ 

課題：判断推理（第７～10回の授業）を勉強する上で重要なことについて、具体例を挙げつつ、1000字程度のレポート

（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施期間：第 10回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

期末試験 
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１．科目名 (単位数) 教養基礎演習ⅢA（2 単位） 再履修用 

３．科目番号 
GECD2204 

GELA2204 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、「教養」を身に付けるための一環として、知識分野（思想、文学芸術、数学、物理、化学、生物、地

学）の問題を解きながら、その解法や留意点について理解を深めていく。また、問題発見・解決能力と協調性を高
めるためのディスカッション、表現力を高めるための発表やレポート課題なども取り入れ、幅広い意味での教養を
身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポート課題：期末試験日に「有能な社会人となるために、大学時代にできることは何か」というテーマで、1000

字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『無敵の地方公務員 初級 過去問クリア問題集』高橋書店 

【参考書】高校時代に使用した教科書や参考書 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定できたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題発見解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか、⑤教養を身に付けることについて、その意義を十

分に理解し、自ら実践することができたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど）20％ 

・理解度（ディスカッション記録、レポート、発表内容、資料等の作成など）20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等）60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合、原則として、単位を認めないこととする。ただし、特別な事情で欠席、

遅刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、「基本的な勉強法」や「教養はなぜ必要なのか」を学んで頂き、自分の将来の目標に向かって、自

らが積極的に勉強できるようになることを願っている。 

13．オフィスアワー オリエンテーションの時に説明 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 思想 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２回 文学芸術  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第３回 数学（1次方程式、２次方程式、等差数列）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第４回 物理（ばね、加速度、エネルギーなど）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第５回 化学（炎色反応、アンモニア、セラミックスなど） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第６回 生物（遺伝、血液型、発生、光合成、神経など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第７回 地学（惑星、電磁波、高気圧と低気圧、大気など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第８回 文章理解の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第９回 資料解釈の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１０回 政治・経済の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１１回 
日本史・世界史・地理・思想・文学芸術の復習と再確認テ

スト  

事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１２回 数学・物理の復習と再確認テスト 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１３回 化学・生物・地学の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 
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課題研究１ 

課題：判断推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙 1枚）

を作成しなさい。 

実施期間：第８回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究２ 

課題：数的推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙 1枚）

を作成しなさい。 

実施期間：第９回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

期末試験 
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１．科目名 (単位数) 教養基礎演習ⅢA（4 単位） 

３．科目番号 
GELA2204 

GECD2204 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、「教養」を身に付けるための一環として、知識分野（思想、文学芸術、数学、物理、化学、生物、地

学）の問題や、SPI の非言語能力問題を解きながら、その解法や留意点について理解を深めていく。また、問題発
見・解決能力と協調性を高めるためのディスカッション、表現力を高めるための発表やレポート課題なども取り入
れ、幅広い意味での教養を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験日に「有能な社会人となるために、大学時代にできることは何か」というテーマで、1000

字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『無敵の地方公務員 初級 過去問クリア問題集』高橋書店 

【参考書】高校時代に使用した教科書や参考書 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定できたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題発見解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか、⑤教養を身に付けることについて、その意義を十

分に理解し、自ら実践することができたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど）20％ 

・理解度（ディスカッション記録、レポート、発表内容、資料等の作成など）20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等）60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合、原則として、単位を認めないこととする。ただし、特別な事情で欠席、

遅刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、「基本的な勉強法」や「教養はなぜ必要なのか」を学んで頂き、自分の将来の目標に向かって、自

らが積極的に勉強できるようになることを願っている。 

13．オフィスアワー オリエンテーションの時に説明 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 思想 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２回 文学芸術  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第３回 数学（1次方程式、２次方程式、等差数列）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第４回 物理（ばね、加速度、エネルギーなど）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第５回 化学（炎色反応、アンモニア、セラミックスなど） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第６回 生物（遺伝、血液型、発生、光合成、神経など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第７回 地学（惑星、電磁波、高気圧と低気圧、大気など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第８回 文章理解の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第９回 資料解釈の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１０回 政治・経済の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１１回 日本史・世界史・地理・思想・文学芸術の再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１２回 数学・物理の復習と再確認テスト 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１３回 化学・生物・地学の復習と再確認テスト 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 
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第１４回 国語の関連問題（漢字の読み書き） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１５回 国語の関連問題（四字熟語 慣用句） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１６回 英語の関連問題（英文読解） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１７回 数学の関連問題（整数・比・図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１８回 数学の関連問題（場合の数、組み合わせ、確率） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１９回 政治の関連問題（基本的人権、自由権、社会権、国会など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２０回 経済の関連問題（需要と供給、景気、経済学説など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２１回 日本史の関連問題（鎌倉・室町・江戸・明治・昭和など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２２回 世界史の関連問題（絶対王政、市民革命、世界大戦など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２３回 地理の関連問題（気候、土壌、農業、鉱業、地図など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２４回 物理の関連問題（バネ、加速度、運動） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２５回 化学の関連問題（物資の状態変化、コロイドなど） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２６回 生物の関連問題（遺伝、循環系、脳神経系など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２７回 地学の関連問題（気圧、天気、大気など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２８回 期末試験対策（ディスカッション・発表） 
事前学習 

有能な社会人に必要なことについて考えてく

る。 

事後学習 期末試験でレポートを書けるように準備する。 

課題研究

１ 

課題：判断推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙 1枚）

を作成しなさい。 

実施期間：第８回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究

２ 

課題：数的推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙 1枚）

を作成しなさい。 

実施期間：第９回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 暮らしと経済 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1118 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッ

ション（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）

を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
関連する科目として、開発経済論などがある。 

７．講義概要 

日常、テレビや新聞で見聞きする、我々の身近な生活を取り巻く経済問題を、経済学的な観点から考察す

る。またそれらの経済問題を題材にして、経済学的なものの考え方を身につける。経済問題や経済学とい

うと何かとっつきにくく、縁遠い感覚を覚えるかもしれないが、実際には、意外とシンプルで、いったん身

につけてしまうと、今後の社会生活を営んで行く中でも非常に便利なツールとなることがわかる。この講

義を通じて、その生きていく上で有効なツールとしての経済学的な考え方が自然と身につくことを目指す。

また、これまでなんとなく気になっていたにも関わらず未理解だった経済問題に整理をつけていくことを

目指す。今回は日本経済を中心に学習する。 

８．学習目標 

１．現在、日本経済でどのようなことが起こり、問題になっているかを認識する。 

２．現在の日本を取り巻く経済問題を経済学の枠組みでとらえ直す。 

３．経済学（ミクロ経済学、マクロ経済学）の基本的な考え方を身につける。 

４．数式やグラフを通じて物事を整理するという習慣を身につける。 

５．今後、日本や世界で展開する経済問題に関心がもてるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

13 回の講義のうち、2 回、暮らしと経済（日本経済）に関わる課題を課す。 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 
小峰隆夫・村田啓子著『最新日本経済入門［第 5版］』日本評論社、2016。 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・社会人として生きていく中で、あるいは社会福祉施設や一般企業で働く場合でも、経済、特にわが国の経
済がどういう状況にあるのかを理解していることは、とても重要です。個人の幸福追求にあたっても、施
設経営の成功のためにも。「暮らしと経済」を学ぶ意味はそこにあります。 

・この授業では、ミクロ経済学・マクロ経済学の基本的な考え方の上に立って、重要で身近な経済学的な論
点、特に学生諸君の日常あるいは将来に関わるものについて学習し、自分なりに経済を読み理解する力を
身に付けていただきます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス、日本経済と経済の基本 
事前学習 

シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじめ理
解しておく。 

事後学習 日本経済の概況は把握できたか確認する。 

第２回 日本経済の全体像 
事前学習 

第 1 章日本経済の全体像を読み、日本経済の現状について
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 GDP等の意味とそれはどう計算するか確認する。 

第３回 戦後日本の経済成長 
事前学習 

第 2 章戦後日本の経済成長を読み、高度成長の要因とマイ
ナス面についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 日本の高度成長の特徴を整理する。 

第４回 景気循環の姿とそのとらえ方 
事前学習 

第 3 章景気循環の姿とそのとらえ方を読み、景気循環の意
味についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 景気の変動を表す諸指標を整理する。 

第５回 雇用の変動と日本型雇用慣行の行方 

事前学習 
第 4 章雇用の変動と日本型雇用慣行の行方を読み、自分の
将来の雇用の姿についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 

自分の将来に関連付けて、わが国の雇用慣行がどのように
変化するのか、整理する。 
課題研究 1 で与えられた課題について、レポートを作成す
る。 

第６回 産業構造の変化と日本型企業経営の行方 
事前学習 

第 5 章産業構造の変化と日本型企業経営の行方を読み、日
本型企業経営の内容についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
日本型経営がどのように変化していくのか、整理する。 
課題研究 1のレポートを提出する。 

第７回 物価の変動とデフレ問題 
事前学習 

第 6 章物価の変動とデフレ問題を読み、デフレとは何かに
ついてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
今の日本が置かれているデフレの状況を整理する。 
課題研究 1 のレポートに関する質疑応答などに参加する 

第８回 貿易と国際収支の姿 
事前学習 

第 7 章貿易と国際収支の姿を読み、わが国の貿易の状況に
ついてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 今後の日本の貿易がどのように変化するのか整理する。 



 

 

第９回 円レートの変動と日本経済 
事前学習 

第 8 章円レートの変動と日本経済を読み、円レートの変動
状況についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
円レートの変動が自分の生活にどのような影響を与えてい
るのか整理する。 

第１０回 グローバル化の中の日本経済： 直接投資 

事前学習 
第 9 章グローバル化の中の日本経済を読み、グローバル化
の状況についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
身近なグローバル化のメリット・デメリットについて整理
する。与えられた課題について、レポートを作成して提出
する。 

第１１回 財政をめぐる諸問題 

事前学習 
第 10章財政をめぐる諸問題を読み、わが国の財政状況につ
いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
日本の財政状況と自分が将来進む道との関連について整理
する。 
課題研究 2 のレポートをまとめる。 

第１２回 経済の鍵を握る金融 

事前学習 
第 11章経済の鍵を握る金融を読み、金融機能の重要性につ
いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
現在の金融情勢が続くと、自分の生活にどういう影響があ
るのか整理する。 
課題研究 2 のレポートを提出する。 

第１３回 少子高齢化と日本経済 

事前学習 
第 13 章少子高齢化と社会保障および第 14 章人口構造の変
化と日本経済を読み、日本社会の変化の状況についてあら
かじめ理解しておく。 

事後学習 
少子高齢化・人口構造の変化が与える影響を理解し、自分
の将来に与える影響を整理する。 
課題研究 2 のレポートに関する質疑応答などに参加する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 5 回までの授業内容をふまえて、日本の雇用環境の変化について、自分の考えをまとめ

て、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 5 回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 6 回目の授業終了時に提出する。 

 第 7 回目授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問が

ある場合には、その後も随時受け付けて、研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 11 回までの授業内容と授業で視聴したビデオの内容をふまえて、日本の外国人労働者に

ついて考察し、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 11 回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 12 回目の授業終了時に提出する。 

 第 13 回目授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問が

ある場合には、その後も研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習し、期

末試験に備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 暮らしと経済 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1118 

２．授業担当教員 若杉 英治 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッシ

ョン（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）を

伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
関連する科目として、開発経済論などがある 

７．講義概要 

日常、テレビや新聞で見聞きする、我々の身近な生活を取り巻く経済問題を、経済学的な観点から考察する。

またそれらの経済問題を題材にして、経済学的なものの考え方を身につける。経済問題や経済学というと何

かとっつきにくく、縁遠い感覚を覚えるかもしれないが、実際には、意外とシンプルで、いったん身につけ

てしまうと、今後の社会生活を営んで行く中でも非常に便利なツールとなることがわかる。この講義を通じ

て、その生きていく上で有効なツールとしての経済学的な考え方が自然と身につくことを目指す。また、こ

れまでなんとなく気になっていたにも関わらず未理解だった経済問題に整理をつけていくことを目指す。今

回は日本経済を中心に学習する。 

８．学習目標 

１．現在、日本経済でどのようなことが起こり、問題になっているかを認識する。 

２．現在の日本を取り巻く経済問題を経済学の枠組みでとらえ直す。 

３．経済学（ミクロ経済学、マクロ経済学）の基本的な考え方を身につける。 

４．数式やグラフを通じて物事を整理するという習慣を身につける。 

５．今後、日本や世界で展開する経済問題に関心がもてるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

15 回の講義のうち、2 回、暮らしと経済（日本経済）に関わる課題を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
小峰隆夫・村田啓子著『最新日本経済入門［第 5版］』日本評論社、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・社会人として生きていく中で、あるいは社会福祉施設や一般企業で働く場合でも、経済、特にわが国の経
済がどういう状況にあるのかを理解していることは、とても重要です。個人の幸福追求にあたっても、施
設経営の成功のためにも。「暮らしと経済」を学ぶ意味はそこにあります。 

・この授業では、ミクロ経済学・マクロ経済学の基本的な考え方の上に立って、重要で身近な経済学的な論

点、特に学生諸君の日常あるいは将来に関わるものについて学習し、自分なりに経済を読み理解する力を身

に付けていただきます。福祉を理解するには周辺知識が必要となります。経営や企業に関する理解は必須で

す。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス、日本経済と経済の基本 
事前学習 

シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじめ理
解しておく。 

事後学習 日本経済の概況は把握できたか確認する。 

第２回 日本経済の全体像 
事前学習 

第 1章日本経済の全体像を読み、日本経済の現状について
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 GDP等の意味とそれはどう計算するか確認する。 

第３回 戦後日本の経済成長 
事前学習 

第 2章戦後日本の経済成長を読み、高度成長の要因とマイ
ナス面についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 日本の高度成長の特徴を整理する。 

第４回 景気循環の姿とそのとらえ方 
事前学習 

第 3章景気循環の姿とそのとらえ方を読み、景気循環の意
味についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 景気の変動を表す諸指標を整理する。 

第５回 雇用の変動と日本型雇用慣行の行方 

事前学習 
第 4章雇用の変動と日本型雇用慣行の行方を読み、自分の
将来の雇用の姿についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 

自分の将来に関連付けて、わが国の雇用慣行がどのように

変化するのか、整理する。与えられた課題について、レポ

ートを作成して提出する。 

第６回 産業構造の変化と日本型企業経営の行方 
事前学習 

第 5章産業構造の変化と日本型企業経営の行方を読み、日
本型企業経営の内容についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 日本型経営がどのように変化していくのか、整理する。 

第７回 物価の変動とデフレ問題 
事前学習 

第 6章物価の変動とデフレ問題を読み、デフレとは何かに
ついてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 今の日本が置かれているデフレの状況を整理する。 

第８回 貿易と国際収支の姿 
事前学習 

第 7章貿易と国際収支の姿を読み、わが国の貿易の状況に
ついてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 今後の日本の貿易がどのように変化するのか整理する。 



 

 

第９回 円レートの変動と日本経済 

事前学習 
第 8章円レートの変動と日本経済を読み、円レートの変動
状況についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
円レートの変動が自分の生活にどのような影響を与えてい

るのか整理する。 

第１０回 グローバル化の中の日本経済 

事前学習 
第 9章グローバル化の中の日本経済を読み、グローバル化
の状況についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 

身近なグローバル化のメリット・デメリットについて整理

する。与えられた課題について、レポートを作成して提出

する。 

第１１回 財政をめぐる諸問題 

事前学習 
第 10章財政をめぐる諸問題を読み、わが国の財政状況につ
いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
日本の財政状況と自分が将来進む道との関連について整理

する。 

第１２回 経済の鍵を握る金融 

事前学習 
第 11章経済の鍵を握る金融を読み、金融機能の重要性につ
いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
現在の金融情勢が続くと、自分の生活にどういう影響があ

るのか整理する。 

第１３回 少子高齢化と日本経済 

事前学習 
第 13章少子高齢化と社会保障および第 14章人口構造の変
化と日本経済を読み、日本社会の変化の状況についてあら
かじめ理解しておく。 

事後学習 
少子高齢化・人口構造の変化が与える影響を理解し、自分

の将来に与える影響を整理する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第５回の講義内容を踏まえて、「日本型雇用慣行の特徴と問題点」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第５回の授業後に実施する。 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回～第１０回の講義内容を踏まえて、「グローバル化と日本経済」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A４用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第１０回の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１３回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
経営学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1352 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

数社の経営実態に関する話をケーススタディーを通じて学ぶことによって、現実に起きている経営課題につ

いて考える。多くの経営課題は、経営学の理論を当てはめることによって解決できるが、教科書通りに問題

が起きることはめったにないので、経営の現場では、そこで何が起きているのかを見極める力が必要になる。

ケーススタディーは理論的に正しいか、ということよりも、そこで何が起きていたのか、を見極める力を身

に着ける方法論であると考えるべきであろう。この講義では、経営学を理論的に学ぶ前に、まず経営の現場

からモノを考える習慣をつけることに主眼を置き、議論を深めていく。 

８．学習目標 

１．経営学に関心を持てるようになる。 

２．ケーススタディーを通じて、何が問題となっているのかを発見できるようになる。 

３．ケーススタディーを通じて、問題となっている課題の解決策を考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1000字程度のレポートを課す予定。 

詳細については授業内で提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

加護野忠男、吉村典久『1からの経営学』中央経済社、2013 

【参考書】 

三井逸友、川名和美、谷口彰一、津島晃一、新井稲二『21世紀中小企業者の主体形成と継承』同友館、2019 

川名和美、竹元雅彦『社会人基礎力を養うアントレプレナーシップ』中央経済社、2016 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．何が経営課題であるということに気付けているか。 

２．発見した経営課題は何が問題であるかを考えることができるか。 

３．発見した問題の解決策を考えることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
経営学のコア的科目であるので、深く学習されることを望みます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・授業の進め方 
事前学習 教科書を用意する。 

事後学習 授業の進め方を確認する。 

第２回 企業経営の全体像 
事前学習 教科書の第 1章を熟読しておくこと。 

事後学習 経営資源についてまとめる。 

第３回 
経営学とは 

（事例：ブロードリーチ・ヘルスケア社） 

事前学習 教科書の第 2章を熟読しておくこと。 

事後学習 経営学の特徴についてまとめる。 

第４回 
企業と会社 

（事例：亀山社中） 

事前学習 教科書の第 3章を熟読しておくこと。 

事後学習 
株式会社の基本的な仕組みについてまとめ

る。 

第５回 
企業とインプット（金融資本・労働）市場との関わり 

（事例：パナソニック） 

事前学習 教科書の第 4章を熟読しておくこと。 

事後学習 
企業の資金調達及び雇用環境についてまと

める。 

第６回 
企業とアウトプット（製品・サービス）市場との関わり 

（事例：富士フィルムホールディングス） 

事前学習 教科書の第 5章を熟読しておくこと。 

事後学習 経営戦略の方法論について考えをまとめる。 

第７回 
競争戦略の基本的な考え方 

（事例：ソフトバンク） 

事前学習 教科書の第 6章を熟読しておくこと。 

事後学習 
ポーターによる 5つの競争要因についてまと

める。 

第８回 
競争戦略のマネジメント 

（事例：ドトールコーヒー、スターバックス） 

事前学習 教科書の第 7章を熟読しておくこと。 

事後学習 
ポーターの 3 つの基本戦略についてまとめ

る。 

第９回 
多角化戦略のマネジメント 

（事例：キャノン） 

事前学習 教科書の第 8章を熟読しておくこと。 

事後学習 企業における多角化戦略についてまとめる。 



 

 

第１０回 
国際化のマネジメント 

（事例：本田技研工業） 

事前学習 教科書の第 9章を熟読しておくこと。 

事後学習 
どのような経営資源が国境を越えていくの

か考え、まとめる。 

第１１回 
マクロ組織のマネジメント 

（事例：スリーエム社） 

事前学習 教科書の第 10章を熟読しておくこと。 

事後学習 企業の組織構造の選択についてまとめる。 

第１２回 
ミクロ組織のマネジメント 

（事例：未来工業） 

事前学習 教科書の第 11章を熟読しておくこと。 

事後学習 
企業文化とリーダーシップについてまとめ

る。 

第１３回 
ファミリービジネスのマネジメント 

（事例：竹中工務店） 

事前学習 教科書の第 13章を熟読しておくこと。 

事後学習 
ファミリービジネスと長寿企業についてま

とめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、出資を中心に株式会社を含めた様々な企業形態の特徴を整理

し、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7 回～第 9 回の講義内容を踏まえて、競争戦略の研究には 2 タイプあるがそれぞれについて説明

し、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営学（非営利組織の経営含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1119 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 講義、グループワーク、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営戦略論、マーケティング論、福祉と経営などに発展していく重要な基礎科目です。 

７．講義概要 

本講義では、企業の活動における基礎的な諸概念、経営学用語、原理などの初歩を体系的に学ぶことに

よって、経営学の基本を身につけることを目的としている。そのために、経営学の学問的な性質、企業・

経営の概念、経営管理、企業経営の内容、現代の経営学の役割など、各理論の概要の初歩を説明する。講

義が抽象的にならないように、なるべく具体例を用いながら講義を進め、理論と実例の両側面から説明を

展開していく。また、グループワークやグループディスカッションを通じて、受講者の主体的な参加によ

って、理解向上をはかる。 

８．学習目標 

1. 企業経営に関する基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 

2. 経営各分野について基礎的知識を習得し、専門科目履修時の理解力を向上させる。 

3. 現代企業や団体の経営課題を把握し、課題解決の取り組み方法を選択できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回出される課題について自分の意見を発表し、回答を提出していただきます。授業内容の理解を確認す

る目的も持つ課題レポートを2回提出していただきます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定せず、プリント教材を用います。 

【参考書】 

ピーター・F・ドラッカー著・上田惇生訳『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』ダイヤモン

ド社、2001。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉組織において、それを経営する立場になる場合にも、組織の一員として働く場合にも、必要とな

る基礎知識を幅広く学ぶ科目です。教員のリアルビジネスの世界での 30年の経験もふまえて、できるだけ

具体的な企業活動を描くビデオ視聴の機会を持ちつつ、分かりやすい授業を心がけます。間違いなく将来

の現場で役に立つ原理原則を学ぶことができますので、一歩ずつ理解を深めてください。 

13．オフィスアワー 授業中に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 企業とビジネス 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじめ理解して

おく。 

事後学習 
学習内容を身近な企業の活動に当てはめてまとめ、理解を現実的

にする。 

第２回 企業の目的・成果と会社制度 

事前学習 身近な企業の目的や成果とは何かを考察してみる。 

事後学習 
著名企業の HPを見て、その目的や目指している成果、採用してい

る会社制度についてまとめる。 

第３回 経営戦略 

事前学習 著名企業がどのような経営戦略を採用しているのか、調べてみる。 

事後学習 
著名企業の経営戦略について、HP を見て学習内容を当てはめてま

とめ、理解を現実的にする。 

第４回 経営組織 

事前学習 興味ある企業の経営組織について、調べてみる。 

事後学習 
その企業が採用している経営組織とその理由について、学習内容

を当てはめてまとめ、理解を深める。 

第５回 マーケティング 

事前学習 
一般企業がマーケティングをどのように展開しているのか、調べ

てみる。 

事後学習 
興味ある企業のマーケティング活動について、学習内容を当ては

めてまとめ、理解を深める。 

第６回 人的資源 

事前学習 身近な企業勤務者がどのような働き方をしているのか、考察する。 

事後学習 

その企業勤務者の働き方に、学習内容を当てはめてまとめ、理解を

深める。 

課題研究 1 のレポートをまとめる。 

第７回 企業組織内外の活動 中間まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分な部分につい

て、教員に質問できるようにしておく。 

事後学習 

理解が不十分だと考えた部分について、よく復習し理解を深める。

教員が与える課題に関するレポートを作成して提出する。 

課題研究 1 のレポートを提出する。 

  



 

 

第８回 財務 

事前学習 企業にとって、お金が持つ意味を考えてみる。 

事後学習 

著名企業の HPで投資家情報を見て、学習した内容がどのように説

明されているのか、確認する。 

課題研究 1 のレポートに関する質疑応答などに参加する。 

第９回 企業統治 

事前学習 最近の企業の不祥事について、調べてみる。 

事後学習 
実際の企業不祥事について、何が理由だったのか調べ、学習内容

をふまえてまとめ、理解を深める。 

第１０回 グループ経営 

事前学習 
わが国の著名な企業グループには、どんなところがあるのか、調

べてみる。 

事後学習 
著名企業グループについて、学習内容を当てはめてまとめ、理解

を現実的にする。 

第１１回 グルーバル経営 

事前学習 
わが国で活躍する外資系企業にはどんなところがあるのか、調べ

てみる。 

事後学習 

わが国企業がグローバル化する必要性をふまえて、今後活躍する

企業はどんなところか、考察しまとめる。 

課題研究 2 のレポートをまとめる。 

第１２回 ベンチャー 

事前学習 今注目されているベンチャー企業はどんなところか、調べてみる。 

事後学習 

ベンチャーから大企業に発展した企業（ソフトバンクや楽天など）

がなぜ成功したのか、学習内容をふまえてまとめる。 

課題研究 2 のレポートを提出する。 

第１３回 経営倫理 

事前学習 社会的な貢献活動に積極的な企業はどこか、調べてみる。 

事後学習 

企業の真の社会貢献は何なのか、学習内容を著名企業の活動に当

てはめてまとめ、理解を深める。 

課題研究 2 のレポートに関する質疑応答などに参加する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 6 回までの授業内容をふまえて、企業活動の経営資源や目的、企保戦略について考察

し、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 6 回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 7 回目の授業終了時に提出する。 

 第 8 回目授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問が

ある場合には、その後も随時受け付けて、研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 11 回までの授業内容をふまえて、企業組織の持つ形態や機能、株主や顧客などについ

て考察し、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 11 回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 12 回目の授業終了時に提出する。 

 第 13 回目授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問

がある場合には、その後も研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習し、

期末試験に備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営学（非営利組織の経営含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1119 

２．授業担当教員 田中 正秀 

４．授業形態 講義、グループワーク、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、企業の活動における基礎的な諸概念、経営学用語、原理などの初歩を体系的に学ぶことによ

って、経営学の基本を身につけることを目的としている。そのために、経営学の学問的な性質、企業・経営

の概念、経営管理、企業経営の内容、現代の経営学の役割など、各理論の概要の初歩を説明する。講義が抽

象的にならないように、なるべく具体例を用いながら講義を進め、理論と実例の両側面から説明を展開して

いく。また、グループワークやグループディスカッションを通じて、受講者の主体的な参加によって、理解

向上をはかる。 

８．学習目標 

1. 企業経営に関する基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 

2. 経営各分野について基礎的知識を習得し、専門科目履修時の理解力を向上させる。 

3. 現代企業や団体の経営課題を把握し、課題解決の取り組み方法を選択できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1000字程度のレポートを課す予定。 

詳細については授業内で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】六角明雄『経営の基本』、菊池敏夫他『現代の経営学』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
経営学のコア的科目であるので、深く学習されることを望みます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 企業システム 
事前学習 企業システムの項を読み、内容をまとめる。 

事後学習 企業活動（調達・生産・業務等）をまとめる。 

第２回 企業と経営 
事前学習 企業と経営の項を読み、要点を文書化する。 

事後学習 企業の活性化と利潤最大化について調べる。 

第３回 企業・会社に概念と形態 
事前学習 企業・会社の項を読みその内容をまとめる。 

事後学習 概念と形態についてまとめて文書化する。 

第４回 経営戦略の体系と理論 
事前学習 戦略の体系と理論についてまとめる。 

事後学習 経営戦略の方法論について考えをまとめる。 

第５回 全社戦略と事業戦略 
事前学習 企業・製品・事業・産業の関係を調べる。 

事後学習 企業戦略の本質・競争優位について理解する。 

第６回 機能別戦略 
事前学習 組織・人事、マーケティング等でまとめる。 

事後学習 生産・研究開発戦略を調べる。 

第７回 経営戦略の策定と経営環境 
事前学習 策定プロセスについて調べてまとめる。 

事後学習 経営資源についてまとめ、理解する。 

第８回 経営組織 
事前学習 伝統的組織論についてまとめる。 

事後学習 分業と協業の体系についてまとめる。 

第９回 組織の形態 
事前学習 ライン組織を調べる。 

事後学習 ファンクショナル組織についてまとめる。 

第１０回 組織の制度 
事前学習 人事の機能と原理について内容をまとめる。 

事後学習 組織管理モデルを調べる。 

第１１回 組織の管理・文化 
事前学習 カンパニー組織についてまとめる。 

事後学習 組織文化についてまとめる。 

第１２回 経営管理の基礎管理理論 
事前学習 管理課程論について調べる。 

事後学習 人間関係論についてまとめる。 

第１３回 リーダーシップ 
事前学習 戦略とリーダーシップについて理解する。 

事後学習 戦略とリーダーシップについてまとめる。 

課題研究

１ 

課題内容：COVID-19が終息した後、企業経営はどのように変化するかそれぞれの意見をまとめよ。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第7回の授業後に実施する。 

提出期限：第8回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第9 回授業終了後に教室で行う。 

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



 

 

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

課題研究

２ 

課題内容：COVID-19が終息した後、経営において外国人雇用はどのように変化するかそれぞれの意見を述べよ。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第7回の授業後に実施する。 

提出期限：第8回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
経営学（非営利組織の経営含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1119 

２．授業担当教員 岡田 高明 

４．授業形態 講義、グループワーク、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

社会福祉経営論並びに福祉と経営Ⅰ及び会計学入門との併修が望ましい。また経営福祉専攻以外の者に対し

ては、福祉事業所運営管理論、福祉事業所経営管理論を学ぶ前に履修しておくことをお薦めする。 

７．講義概要 

本講義では、企業の活動における基礎的な諸概念、経営学用語、原理などの初歩を体系的に学ぶことによ

って、経営学の基本を身につけることを目的としている。そのために、経営学の学問的な性質、企業・経営

の概念、経営管理、企業経営の内容、現代の経営学の役割など、各理論の概要の初歩を説明する。講義が抽

象的にならないように、なるべく具体例を用いながら講義を進め、理論と実例の両側面から説明を展開して

いく。また、グループワークやグループディスカッションを通じて、受講者の主体的な参加によって、理解

向上をはかる。 

８．学習目標 

1. 企業経営に関する基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 

2. 経営各分野について基礎的知識を習得し、専門科目履修時の理解力を向上させる。 

3. 現代企業や団体の経営課題を把握し、課題解決の取り組み方法を選択できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは課さない。授業内で長期休暇中の課題レポートを提示する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

北海学園大学経営学部編『ナビゲート経営学－心理・経営・会計を学ぶ』同文館出版、2019年。 

【参考書】 

坂本光司『日本でいちばん大切にしたい会社』あさ出版、2008。 

百田義治『経営学基礎』中央経済社、2011。 

経営能力開発センター編『経営学検定試験公式テキスト１ 経営学の基本』中央経済社、2015。 

ほか、授業内で適宜指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経営学は、私たちの生活に不可欠な製品やサービスを供給する企業の組織や運営管理の方法などを学ぶ学問

ですが、経営学の守備範囲は企業経営に関する事柄に留まらず、人の集まりであるグループの中で、ひとり

ひとりのメンバーが、どのような役割を演じ、どのような行動をすることがグループの目標達成を実現し、

より高いパフォーマンスを得られるか、さらには、グループ内で他の人々とどのように付き合えば、グルー

プの結束を強められるかなど、現代社会に生きる私たちにとって、より豊かで楽しく人間らしい社会生活を

するために必要となる一般教養知識でもあります。受講生の皆さんが、本講座の履修を通じて、将来の生活

がより充実したものになれば幸いです。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・授業の進め方を説明する 
事前学習 教科書を必ず購入してから授業に参加する。 

事後学習 授業の進め方を確認する。 

第２回 消費者のニーズを充足させ、売れるモノをつくる 
事前学習 教科書の pp005〜017 を読んでくる。 

事後学習 マーケティングの機能を整理し、理解する。 

第３回 「決める人」としての消費者を理解する 
事前学習 教科書の pp019〜034 を読んでくる。 

事後学習 消費行動について理論的に理解する。 

第４回 モノを買う行動を社会心理学の知見から考える 
事前学習 教科書の pp035〜048 を読んでくる。 

事後学習 消費者行動を心理学的に理解する。 

第５回 人の行為から組織の活動を俯瞰する 
事前学習 教科書の pp051〜065 を読んでくる。 

事後学習 会社組織の重要性を理解する。 

第６回 人を動かし、人が動いていくための制度を知る 

事前学習 教科書の pp067〜078 を読んでくる。 

事後学習 
会社における人事部門の役割を整理し、理解

する。 

第７回 組織で働く個人と集団を理解する 
事前学習 教科書の pp079〜097 を読んでくる。 

事後学習 組織や集団を心理学的に理解する。 

第８回 ソーシャルスキルから人間関係を理解する 

事前学習 教科書の pp099〜110 を読んでくる。 

事後学習 
ソーシャルスキルと企業経営の関係につい

て考察する。 

第９回 
営利法人・非営利法人、企業・会社制度からビジネス

を考える 

事前学習 教科書の pp113〜127 を読んでくる。 

事後学習 
非営利組織の経営形態について整理し、理解

を深める。 



 

 

第１０回 企業の成長と競争優位を実現する 
事前学習 教科書の pp129〜148 を読んでくる。 

事後学習 経営戦略の基本的理論を整理し、理解する。 

第１1 回 企業活動を数値により「視える化」する 
事前学習 教科書の pp167〜184 を読んでくる。 

事後学習 財務会計の役割や機能を整理し、理解する。 

第１2 回 効果的なお金の使い方を考える 

事前学習 教科書の pp185〜197 を読んでくる。 

事後学習 
コーポレートファイナンスの役割や機能を

整理し、理解する。 

第１3 回 会計情報で経営者を支援する 

事前学習 教科書の pp199〜216 を読んでくる。 

事後学習 
管理会計と戦略的マネジメントについて整

理し、理解する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書 pp150〜163 を読み、インターネット等で特定の企業を選択し、その企業の沿革等を調べ、

どのような経路依存性があるのかをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙１枚（1,440 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：「グループケーススタディ－経営コンサルティング演習：授業中に配布する事例の記載されたペーパー

（例えば、日本理化学工業のケースなど）に基づき経営コンサルティングのグループ演習を実施する」 

実施時期：第 8 回の授業以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：これまで学習した教科書にある重要事項等を確認しておく。 

事後学習：事例研究で議論した内容を整理する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
経営学（非営利組織の経営含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1119 

２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義、グループワーク、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

本講義では、企業の活動における基礎的な諸概念、経営学用語、原理などの初歩を体系的に学ぶことによ

って、経営学の基本を身につけることを目的としている。そのために、経営学の学問的な性質、企業・経営

の概念、経営管理、企業経営の内容、現代の経営学の役割など、各理論の概要の初歩を説明する。講義が抽

象的にならないように、なるべく具体例を用いながら講義を進め、理論と実例の両側面から説明を展開して

いく。また、グループワークやグループディスカッションを通じて、受講者の主体的な参加によって、理解

向上をはかる。 

８．学習目標 

1. 企業経営に関する基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 

2. 経営各分野について基礎的知識を習得し、専門科目履修時の理解力を向上させる。 

3. 現代企業や団体の経営課題を把握し、課題解決の取り組み方法を選択できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

2000字程度のレポートを課す予定。 

詳細については授業内で提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】授業中に配布するプリントを使用する。 

【参考書】菊池敏夫他『現代の経営学』 

【参考書】高橋 伸夫『大学 4年間の経営学が 10時間でざっと学べる』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
経営学のコア的科目であるので、深く学習されることを望みます。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス，この科目で何を学ぶか，成績評価など 
事前学習 経営に関する新聞，雑誌を読んでくる。 

事後学習 授業の振り返りをする。 

第２回 現代企業と経営 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第３回 企業・会社の概念と形態 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第４回 経営戦略の体系と理論 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第５回 全社戦略と事業戦略、機能別戦略 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第６回 経営戦略の策定と経営環境 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第７回 組織の形態 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第８回 組織の制度 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第９回 組織の管理・文化 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１０回 経営管理の基礎理論 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１１回 経営管理の管理機能 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１２回 リーダーシップ 
事前学習 配布資料の関連部分を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１３回 まとめ、振り返り 
事前学習 配布した資料を持参し授業を振り返る。 

事後学習 企業の様々な側面を理解する。 

  



 

 

課題研究 

1 

テーマ：第 4 回～第 6 回の講義内容を踏まえ、「福祉サービスの組織と経営戦略」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1600 字程度）  

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始前に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に行う。 

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

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

課題研究 

2 

テーマ：第 7 回～第 9 回の講義内容を踏まえ、「組織のあり方」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1600 字程度）  

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始前に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
経営学（非営利組織の経営含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1119 

２．授業担当教員 松尾 仁 

４．授業形態 講義、グループワーク、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学関連科目を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、企業の活動における基礎的な諸概念、経営学用語、原理などの初歩を体系的に学ぶことによ

って、経営学の基本を身につけることを目的としている。そのために、経営学の学問的な性質、企業・経営

の概念、経営管理、企業経営の内容、現代の経営学の役割など、各理論の概要の初歩を説明する。講義が抽

象的にならないように、なるべく具体例を用いながら講義を進め、理論と実例の両側面から説明を展開して

いく。また、グループワークやグループディスカッションを通じて、受講者の主体的な参加によって、理解

向上をはかる。 

８．学習目標 

1. 企業経営に関する基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 

2. 経営各分野について基礎的知識を習得し、専門科目履修時の理解力を向上させる。 

3. 現代企業や団体の経営課題を把握し、課題解決の取り組み方法を選択できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容と関連したレポートを課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

菊池敏夫・櫻井克彦・田尾雅夫・城田吉孝編著『現代の経営学』税務経理協会、2018年。 

【参考書】 

高橋伸夫『大学 4年間の経営学が 10時間でざっと学べる』KADOKAWA、2016年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

主体的に授業に参加し、経営学の基礎的な理論と現状を学び、企業経営のさまざまな問題について漠然とで

はなく論理的に考える力を身につけるよう心掛けていただきたい。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス／経営の意義 
事前学習 

教科書を準備し、企業経営について考えてく

る。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第２回 経営の基礎 
事前学習 教科書の第 1 章第 1～3 節を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第３回 日本的経営 
事前学習 教科書の第 1 章第 4～5 節を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第４回 企業の諸形態 
事前学習 教科書の第 2 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第５回 コーポレート・ガバナンス 
事前学習 教科書の第 3 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第６回 経営戦略 
事前学習 教科書の第 4 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第７回 経営管理 
事前学習 教科書の第 5 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第８回 経営組織 
事前学習 教科書の第 6 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第９回 人的資源管理 
事前学習 教科書の第 8 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１０回 企業の社会的責任 
事前学習 教科書の第 9 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１１回 企業の社会的貢献 
事前学習 教科書の第 10 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１２回 環境と経営 
事前学習 教科書の第 11 章を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１３回 総括 
事前学習 これまでの授業内容を整理しておく。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回～第 2 回の講義内容を踏まえて、教科書の序章を読み、「企業と経営」についてレポートにま

とめなさい。 



 

 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 2 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 3 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 5 回の授業終了後に行う。 

引き続き質問がある場合は適宜指導する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 5 回～第 8 回の講義内容を踏まえて、教科書の第 7 章を読み、「コーポレート・ファイナンス」に

ついてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11 回の授業終了後に行う。 

引き続き質問がある場合は適宜指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営戦略論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3117 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答、などを併用し、期末に試験を行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営組織論」や「マーケティング論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

IT 化の進展によって、現在の経営はより高度化し、流動的になっている。そのような状況を考えると、企業

の経営戦略について、包括的・体系的に学ぶ意義は大きい。企業経営では、経営の再評価の継続が求められ

るが、その際の経営方針決定の連続が経営戦略といえる。本講義においては、既存あるいは潜在的な競合他

社との経営戦略について、製品戦略の要素、経営戦略の基本、成長戦略（M＆A、多角化）、競争戦略の視点

から学習する。なお、履修者は日々の会社経営について関心を持ちながら受講することが望ましい。 

８．学習目標 

１、企業を取り巻く経営環境を把握する。 

２、経営戦略（ミッション、ドメイン、環境分析）、成長戦略（成長ベクトル、ポートフォリオマネジメント、

成長戦略の展開）、競争戦略について学習する。 

３、戦略を実行し、結果を評価する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

原則としてグループに分かれて、毎回出される課題について議論し、回答を提出していただきます。次回授

業で、優れた回答を提出したグループは、その内容を説明します。課題研究1は、経営戦略論として学んだこ

と、戦略構築の方法、競争優位性とは何かなどについて、考察しまとめるレポートを提出願います。課題研

究2は、教員が与えるケースについてグループで分析し解答を作成して発表した経験を基に、戦略を考えてま

とめるチームワークに関する分析と改善点の指摘を行っていただきます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定せず、プリント教材を用います。 

【参考書】大滝精一他著『経営戦略 -- 論理性・創造性・社会性の追求 第 3 版』有斐閣、2016。 

マイケル・E・ポーター著・竹内弘高訳［新版］『競争戦略論 I&Ⅱ』ダイヤモンド社、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業を取り巻く経営環境、環境への適合方法について学び、説明できる。 

２．経営戦略を実行するのに最適な経営組織と戦略を実行しその結果評価について、自分の考えをレポート

などにまとめて発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加    ３０％ 

２ 課題中間レポート     ３０％ 

３ 期末試験・レポート課題  ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

組織経営において、経営方針としての優れた戦略が定められて、組織内で共有され実行されていることはき

わめて大切です。教員のリアルビジネスの世界での 30年の経験の多くは、大小様々な企業に対する戦略コン

サルティングでした。その戦略策定のプロフェショナルとしての経験もふまえて、現実的で分かりやすい授

業を心がけます。課題中間レポートとして、グループで議論しつつ戦略提案をまとめて発表していただき、

簡単な経営戦略の実行提案を経験していただきます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 経営戦略とは何か 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあ

らかじめ理解しておく。 

事後学習 

授業で取り上げた企業の HP などを見て、その

企業が採用している経営戦略について、学習内

容を確認する。 

第２回 ドメインの定義 

事前学習 
知っている企業について、その企業が事業を展

開している領域について整理してみる。 

事後学習 

授業で紹介する企業の HP などを見て、その企

業が事業を展開しているドメインについて、学

習内容に基づいてまとめる。 

第３回 戦略の策定 

事前学習 
知っている企業について、企業理念・目標・ド

メインを調べてみる。 

事後学習 
事業で学習したミッションについて、著名企業

の HP を見て違いを知る。 

第４回 外部環境分析 

事前学習 

知っている企業について、今それを取り巻く経

済・経営などの環境がどのようなものなのか、

考察する。 

事後学習 
著名企業について、授業で学習した内容を基

に、外部環境についてまとめる。 

第５回 経営資源分析 

事前学習 
知っている企業について、強みは何か、考察し

てみる。 

事後学習 
学習内容に沿って、著名企業を VRIO 分析して

みる。 

  



 

 

第６回 経営資源と戦略 

事前学習 
著名企業の戦略的な優位性は、どういう経営資

源に支えられているのか、考察する。 

事後学習 
授業で学習したコアコンピタンスを自分に当

てはめて、自分の持つ強みは何か、考察する。 

第７回 競争の戦略 

事前学習 

わが国の特定産業（例えば自動車）で、どのよ

うな企業が競争しているのか、どういう競争を

しているのか、調べてみる。 

事後学習 

事前学修で調べた業界の各企業は、ポーターの

戦略分類でいえばどの戦略類型を採用してい

るのか、まとめる。 

第８回 ネットワーク戦略 

事前学習 
今の日本あるいは世界で、企業が連携して活動

している事例を調べてみる。 

事後学習 

授業で紹介するユニクロの製造小売（SPA）の

優位性を、自分の体験をふまえて実感として再

確認しまとめる。 

課題研究 1 のレポートをまとめる。 

第９回 グローバル戦略 

事前学習 
身の回りにある商品について、その生産国はど

こか、調べてみる。 

事後学習 

学習した多国籍企業について、何が強みなのか

まとめる。 

課題研究 1 のレポートを提出する。 

ケーススタディの課題となるケースを配布す

るので、課題について、グループで解答作成の

準備を始める。。 

第１０回 プレゼンテーション 

事前学習 
過去自分が見たことのある優れたプレゼンテ

ーションは、何がよかったのか、考察する。 

事後学習 

授業で学習した優れたプレゼンテーションの

要件について、自分なりに要約してまとめる。 

課題研究 1 のレポートに関する質疑応答など

に参加する。 

第１１回 ケース解答の作成 

事前学習 
配布されたケースを読んで解答作成の準備を

完了しておく。 

事後学習 

グループでの議論を集約し、発表用の PPT 資

料の作成を開始する。 

課題研究 2 のレポートをまとめる。 

第１２回 ケーススタディ発表 

事前学習 
発表用の PPT 資料を作成しておき、授業前に

配布する。 

事後学習 

教員からの指導・助言事項をふまえ、ケースス

タディの発表を通じて学んだことをまとめる。 

課題研究 2 のレポートを提出する。 

第１３回 経営戦略論の総まとめ 

事前学習 
ケーススタディ発表の内容などを反省し、教員

からの指導・助言事項を確認しておく。 

事後学習 

経営戦略論全体の知識を再確認する。 

期末試験レポート課題の作成準備を始める。 

課題研究 2 のレポートに関する質疑応答など

に参加する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 8 回までの授業内容をふまえて、戦略構築の方法、競争優位性とは何か、具体的な企業

が採用している戦略などについて考察し、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 8 回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 9 回目の授業終了時に提出する。 

 第 10 回目授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問が

ある場合には、その後も随時受け付けて、研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：授業内容をふまえて、教員が与えるケースについてグループで分析し解答を作成して口頭発表する資

料を作成した経験を基に、戦略を考えてまとめるチームワークに関する分析と改善点の指摘を行う。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 11 回目授業の終了時に、課題を配布する。 

提出期限： 第 12 回目の授業終了時にレポートを提出する。 

 第 13 回目の授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。指導内容等について引き続き質問

がある場合には、その後も研究室にて随時受け付けて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習し、

期末試験レポート作成に備える。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
経営戦略論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3117 

２．授業担当教員 田中 正秀 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答、などを併用し、期末に試験を行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営組織論」や「マーケティング論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

IT 化の進展によって、現在の経営はより高度化し、流動的になっている。そのような状況を考えると、企業

の経営戦略について、包括的・体系的に学ぶ意義は大きい。企業経営では、経営の再評価の継続が求められ

るが、その際の経営方針決定の連続が経営戦略といえる。本講義においては、既存あるいは潜在的な競合他

社との経営戦略について、製品戦略の要素、経営戦略の基本、成長戦略（M＆A、多角化）、競争戦略の視点

から学習する。なお、履修者は日々の会社経営について関心を持ちながら受講することが望ましい。 

８．学習目標 

１、企業を取り巻く経営環境を把握する。 

２、経営戦略（ミッション、ドメイン、環境分析）、成長戦略（成長ベクトル、ポートフォリオマネジメント、

成長戦略の展開）、競争戦略について学習する。 

３、戦略を実行し、結果を評価する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各講義で与える 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】鈴木博毅『3000年の叡智を学べる 戦略図鑑』かんき出版、野田稔『新書 実はおもしろい経営戦

略の話』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業を取り巻く経営環境、環境への適合方法について学び、説明できる。 

２．経営戦略を実行するのに最適な経営組織と戦略を実行しその結果評価について、自分の考えをレポート

などにまとめて発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加    ３０％ 

２ 課題中間レポート     ３０％ 

３ 期末試験・レポート課題  ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
経営戦略は戦争から学ぶものは非常に多い。目を背けず、歴史を分析することは非常に重要である。 

13．オフィスアワー 第 1回目の授業で伝える 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 経営戦略とは何か① 概要編 
事前学習 新書 pp.12-15 を事前に読む 

事後学習 講義内容を復習すること 

第２回 経営戦略とは何か② 不確実性との向き合い方 
事前学習 新書 pp.18-38 を事前に読む 

事後学習 講義内容を復習すること 

第３回 経営戦略とは何か③ 戦略と戦術との違いを学ぶ 
事前学習 新書 pp.23-24 を事前に読む 

事後学習 講義内容を復習すること 

第４回 戦略の歴史を知る①アレキサンダー大王他 
事前学習 新書 pp.40-46、pp.60-72 を事前に読む 

事後学習 講義内容を復習すること 

第５回 戦略の歴史を知る②孫子他 
事前学習 新書 pp.40-46 を事前に読む 

事後学習 講義内容を復習すること 

第６回 競争戦略①ポーター、バーニーから学ぶ 
事前学習 図鑑 pp.52-62 を事前に読む 

事後学習 講義内容を復習すること 

第７回 競争戦略②ビジョナリーカンパニー 
事前学習 図鑑 pp.63-67 を事前に読む 

事後学習 講義内容を復習すること 

第８回 競争を避ける競争戦略①ランチェスター戦略他 
事前学習 図鑑 pp.76-91 を事前に読む 

事後学習 講義内容を復習すること 

第９回 競争を避ける競争戦略②まとめ 
事前学習 図鑑 pp.92-96 を事前に読む 

事後学習 講義内容を復習すること 

第１０回 経営戦略ケーススタディ①トヨタ方式他 
事前学習 新書 pp.74-84 を事前に読む 

事後学習 講義内容を復習すること 



 

 

第１１回 経営戦略ケーススタディ②アリババ等中国企業編 
事前学習 別途配布資料を参照すること 

事後学習 講義内容を復習すること 

第１２回 経営戦略ケーススタディ③アマゾン編 
事前学習 別途配布資料を参照すること 

事後学習 講義内容を復習すること 

第１３回 まとめ 
事前学習 1 回から 12 回までの復習をしてくること 

事後学習 講義内容を復習すること 

課題研究

１ 

課題内容：GAFAの Google、Amazonそれぞれの企業戦略をまとめよ。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第7回の授業後に実施する。 

提出期限：第8回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

GAFA の Facebook、Apple それぞれの企業戦略をまとめよ。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第7回の授業後に実施する。 

提出期限：第8回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営戦略論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3117 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答、などを併用し、期末に試験を行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営組織論」や「マーケティング論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

IT 化の進展によって、現在の経営はより高度化し、流動的になっている。そのような状況を考えると、企業

の経営戦略について、包括的・体系的に学ぶ意義は大きい。企業経営では、経営の再評価の継続が求められ

るが、その際の経営方針決定の連続が経営戦略といえる。本講義においては、既存あるいは潜在的な競合他

社との経営戦略について、製品戦略の要素、経営戦略の基本、成長戦略（M＆A、多角化）、競争戦略の視点

から学習する。なお、履修者は日々の会社経営について関心を持ちながら受講することが望ましい。 

８．学習目標 

１、企業を取り巻く経営環境を把握する。 

２、経営戦略（ミッション、ドメイン、環境分析）、成長戦略（成長ベクトル、ポートフォリオマネジメント、

成長戦略の展開）、競争戦略について学習する。 

３、戦略を実行し、結果を評価する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．多角化によって事業拡大している企業について調べてみる。 

２．企業の社会的責任として社会貢献している企業の活動内容を調べてみる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

井上善海・大杉奉代・森宗一編著『経営戦略入門 第１版』中央経済社、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業を取り巻く経営環境、環境への適合方法について学び、説明できる。 

２．経営戦略を実行するのに最適な経営組織と戦略を実行しその結果評価について、自分の考えをレポート

などにまとめて発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加    ３０％ 

２ 課題中間レポート     ３０％ 

３ 期末試験・レポート課題  ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

は、下記のことを守ること。 

①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 

②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話の電源は切っておくこと。 

④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

⑤課題の提出期限を厳守すること。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 序章 経営戦略とは  

事前学習 
p.13 の経営戦略の役割と階層についてまとめる

こと。 

事後学習 
p.16 の経営戦略の研究の変遷と分類を読みまと

めること。 

第２回 第１章 経営戦略の基本：ミッション 

事前学習 p.13の経営戦略の内容を読みまとめること。 

事後学習 
p.31 の企業の経営目的とミッションについてま

とめること。 

第３回 第２章 ドメイン 

事前学習 p.45のドメインの定義を読みまとめること。 

事後学習 
p.52 のナレッジ・マネジメントについてまとめ

ること。 

第４回 第３章 環境・資源分析 
事前学習 p.57の経営環境の分析を読みまとめること。 

事後学習 p.64のＳＷＯＴ分析を読みまとめること。 

第５回 第４章 成長ベクトル 

事前学習 p.75の成長戦略についてまとめること。 

事後学習 
p.78 の製品・市場マトリックスについてまとめ

ること。 

第６回 第４章 成長ベクトル：シナジー 

事前学習 p.82のシナジーを読みまとめること。 

事後学習 
p.84 のシナジーの３つの側面についてまとめる

こと。 

第７回 第５章 多角化 

事前学習 
p.87 の成長戦略としての多角化を読みまとめる

こと。 

事後学習 
p.88 の多角化の動機とタイプについてまとめる

こと。 

第８回 第５章 多角化：多角化と企業業績 

事前学習 p.93の多角化と企業業績を読みまとめること。 

事後学習 
p.95 の多角化と収益性・成長性についてまとめ

ること。 



 

 

第９回 第６章 製品ポートフォリオ・マネジメント 

事前学習 p.99の経営資源の配分を読みまとめること。 

事後学習 
p.101 の企業の経営活動と経営資源についてま

とめること。 

第１０回 
第７章 成長戦略の展開：グローバル戦略：ユニクロ

の事例 

事前学習 
p.111のグローバル戦略を読みまとめること。Ｈ

Ｐを見てユニクロの企業概要をまとめること。 

事後学習 
p.116のオープン・イノベーション戦略について

まとめること。 

第１１回 第８章 競争戦略 
事前学習 

p.127 の競争戦略と競争優位を読みまとめるこ

と。 

事後学習 p.130の競争要因分析についてまとめること。 

第１２回 第９章 競争の基本戦略 

事前学習 
p.137 の競争の基本戦略について読みまとめる

こと。 

事後学習 
p.139 のポーターの３つの基本戦略をまとめる

こと。 

第１３回 第１０章 バリューチェーン 

事前学習 p.151のバリューチェーンを読みまとめること。 

事後学習 
p.154 のバリューチェーンの構造と分析につい

てまとめること。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、企業と社会との関係についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7 回～第 9 回の講義内容を踏まえて、製品ライフサイクルと顧客分析について、レポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営戦略論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3117 

２．授業担当教員 長谷川 記央 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答、などを併用し、期末に試験を行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本講義を履修する場合には、「経営組織論」「マーケティング論」を単位取得前後にかかわらず、履修する

ことが望ましい。 

経営学、社会福祉経営論の単位を取得していることが望ましい 

７．講義概要 

IT 化の進展によって、現在の経営はより高度化し、流動的になっている。そのような状況を考えると、企業

の経営戦略について、包括的・体系的に学ぶ意義は大きい。企業経営では、経営の再評価の継続が求められ

るが、その際の経営方針決定の連続が経営戦略といえる。本講義においては、既存あるいは潜在的な競合他

社との経営戦略について、製品戦略の要素、経営戦略の基本、成長戦略（M＆A、多角化）、競争戦略の視点

から学習する。なお、履修者は日々の会社経営について関心を持ちながら受講することが望ましい。 

８．学習目標 

１、企業を取り巻く経営環境を把握する。 

２、経営戦略（ミッション、ドメイン、環境分析）、成長戦略（成長ベクトル、ポートフォリオマネジメント、

成長戦略の展開）、競争戦略について学習する。 

３、戦略を実行し、結果を評価する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは、グループ学習で生じた課題に努めること。 

レポートについては、グループ学習の成果を3,600字程度にまとめて、提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

ジョアン・マグレッタ,桜井裕子（訳）「マイケル・ポーターの競争戦略」早川書房、2012。 

【参考文献】 

M.E.ポーター著『競争の戦略』ダイヤモンド社、1995。 

三谷宏治著『経営戦略全史』、ディスカバー・トゥエンティワン、2013。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業を取り巻く経営環境、環境への適合方法について学び、説明できる。 

２．経営戦略を実行するのに最適な経営組織と戦略を実行しその結果評価について、自分の考えをレポート

などにまとめて発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加    ３０％ 

２ 課題中間レポート     ３０％ 

３ 期末試験・レポート課題  ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

第 2 回から第 4 回までは、経営学の基本的な事項を復習し、経営戦略論の基本的な手法を紹介する。 

第 5 回から第 13 回までは、経営戦略論の学説を読み解き、受講生自らが様々な学説を読み解けるように、講

義を展開する。 

本講義は、グループ学習を中心に行い、各受講生の興味がある業態に関する経営戦略について研究に努めて

もらう。また、グループ学習において、課題研究に多くの時間を割くこととなるため、受講生が興味のある

業種などを整理して受講することが望ましいといえる。 

グループ学習を行うため、他のメンバーの迷惑にならないように、欠席・遅刻などはできる限りしないよう

にしなければならない。 

また、経営戦略論を詳しく勉強することを望む受講生については、M.E.ポーター著『競争の戦略』ダイヤモ

ンド社、1995 を熟読し、原著に触れることによって、より知識を身に着けることが可能になると考えている。 

13．オフィスアワー 第 1 回の授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1 回 

講義：科学的管理法 

人間関係論 

グループ学習：人間関係論 

事前学習 経営学の基本的用語の復習 

事後学習 人間関係論の復習 

第 2 回 

講義：経営戦略論 

ＳＷＯＴ分析 

ポジショニング 

グループ学習：ＳＷＯＴ分析 

事前学習 経営学の基本的用語の復習 

事後学習 
経営戦略について、どのようなものがあるの

か、今一度復習しておくこと。 

第 3 回 

講義：成長戦略論 

イノベーション 

グループ学習：イノベーションの創発 

事前学習 
イノベーションとは、どのようなものか調べ

ておくこと。 

事後学習 
イノベーションと経営戦略の関係について、

各受講生が考えをまとめること。 

第 4 回 
講義：競争―正しい考え方 

グループ学習：どのような競争が生じているのか。 

事前学習 第 2 回-4 回の内容を復習すること。 

事後学習 競争とは何かをまとめること。 

第 5 回 
講義：5 つの競争要因① 

グループ学習：どのような競争要因が存在するのか① 

事前学習 競争要因について考えること。 

事後学習 競争要因の復習をすること。 

第 6 回 
講義：5 つの競争要因② 

グループ学習：どのような競争要因が存在するのか② 

事前学習 
具体的な企業を取り上げて、競争要因につい

て検討をすること。 

事後学習 競争要因について、まとめること。 



 

 

第 7 回 

講義：競争優位―バリューチェーンと損益計算書① 

グループ学習：課題研究① 

各グループにおいて、特定の企業の経営戦略について研

究を行う。どの企業の経営戦略を研究するか話し合う。 

事前学習 競争優位とは何か考えること。 

事後学習 グループ学習の課題研究に努めること。 

第 8 回 

講義：競争優位―バリューチェーンと損益計算書② 

グループ学習：課題研究② 

研究対象の企業がどのような経営戦略を採用している

のか、話し合う。 

中間レポートの提出。 

事前学習 
グループ学習の準備を行うこと。 

中間レポートの提出準備を行うこと。 

事後学習 グループ学習の課題研究に努めること。 

第 9 回 

講義：価値創造について 

グループ学習：課題研究③ 

研究対象の企業の競争要因を分析し、話し合う。 

事前学習 
グループ学習の準備を行い、討論する材料を

準備すること。 

事後学習 
企業の競争要因を分析した結果をまとめる

こと。 

第 10 回 

講義：トレードオフについて 

グループ学習：課題研究④ 

前回の話し合いを受けて、今一度、研究対象の企業の競

争要因を分析し、その結果をまとめる。 

事前学習 
トレードオフについて、どのような意味かを

調べること。 

事後学習 
グループ学習の競争要因についてまとめて、

最終報告会の準備を行うこと。 

第 11 回 

講義：戦略の適合性について 

グループ学習：課題研究⑤ 

研究対象の企業が採用している経営戦略について、どの

ような点が良いのか、あるいは改善すべきか話し合う。 

事前学習 
戦略の適合性について、どのような意味か考

えること。 

事後学習 
グループ学習の最終報告会の準備をすすめ

ること。 

第 12 回 

講義：継続性―戦略の実現要因 

グループ学習：課題研究⑥ 

研究対象の企業がどのような戦略を採用し、どのような

点を改善し、今後はどのような経営戦略を採用すべきか

話し合い、私見をまとめる。 

事前学習 継続性とは何か、検討をすること。 

事後学習 

グループ学習の最終報告会の準備を進める

こと。研究対象の企業がどのような経営戦略

を行っているのか、あるいは行ったのか、詳

細にまとめること。 

第 13 回 

グループ学習：最終報告会 

研究対象の企業について、研究成果を発表する。 

講義：最終報告会を受けて、経営戦略論における課題に

ついて、指導・助言を行う。 

事前学習 最終報告会の準備を終えること。 

事後学習 
他のグループの発表についてまとめ、今後に

活かせるようにすること。 

事後学習 
受講生が経営戦略論で学んだことを、まとめ

ること。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「コロナウイルスと企業が採用している経営戦略」 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1，440 字程度） 

実施時期：第 2 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回の講義開始前に提出すること。 

     授業終了後に、教室後に意見交換等を実施する。 

事後学習：レポート作成と質疑応答・意見交換などを行う。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：「緊急時における経営戦略」 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の講義開始前に提出すること。 

     授業終了後に、教室後に意見交換等を実施する。 

事後学習：レポート作成と質疑応答・意見交換などを行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経済学（国際経済を含む） （2 単位） 

３．科目番号 GELA2318 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

４．授業形態 講義、学生による発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、経済が動く仕組みがよく理解できるように、必要とされる経済学（国際経済を含む）の基礎知

識を体系的に得ることを目的のひとつとする。 

さらに、そうした基礎知識を「生きた知識」として活用させ、世界や日本国内で起こっている各種の経済

問題やそこで活躍する企業や政府などについて理解することによって、分析するツールとして利用できるよ

うになることが最終的な目的となる。 

８．学習目標 

1. 経済現象の背後に貫徹する法則を説明できるようになる。 

2. 財政金融関係の基礎知識について学び、説明できるようになる。 

3. 国際経済・日本経済の歴史について、自らの意見をレポートにまとめ発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

経済学の基礎知識を教科書から学ぶ方法として、受講者には個人又はグループ単位で教科書の担当部分を

まとめて、授業中に発表することを求めるので、その準備が必要となります。また、授業参加のためには発
表者以外の者についてもテキストを予め熟読しておくことが求められます。 
小テストはそれまでに学んだ知識について、言葉とその意味をどれだけ理解しているかという観点から出題

します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】井堀利宏『コンパクト経済学（第 2版）』新世社、2017。 
【参考書】伊藤元重『入門経済学（第 4版）』日本評論社、2015。 

古澤泰治、塩路悦郎著『ベーシック経済学-次につながる基礎固め』有斐閣アルマ、2012。 
     西村和雄、八木尚志著『経済学ベーシックゼミナール』実務教育出版、2008。 等 
その他、経済学の入門書でしたらどのテキストでも問題ありません、自分に合う参考書を選んでください。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・経済現象や財政金融関係の基礎知識、企業経済・労働経済について学び、説明できるようになる。 

・世界経済や日本経済の歴史や現状について、自らの考えをレポート等にまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

授業態度および積極的参加度（授業への取り組み・発言）等   20% 

小テスト・発表  30％ 

期末試験・レポート  50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経済は常に動いています。受講者は、日ごろから経済関係の新聞記事や雑誌に目を通し、関心のある経済ニ

ュースなどについて、その意味を自分でよく考えておいてください。ただ話を聞くだけでなく、自ら問いか
ける姿勢が必要となります。受講生の高い問題意識と、積極的な参加を期待しています。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 経済学とは（第 1章） 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 
何のために経済学を学ぶのかを考えておく

こと。 

第２回 

第 2章 消費者の行動 
・消費と効用  (pp.22～28)  
・所得効果 (pp.28～34) 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 効用の概念について理解しておくこと。 

第３回 

第 3章 企業の行動 
・価格弾力性・労働供給の決定 (pp.34～39) 

・企業と生産行動 (pp.42～48) 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 企業の役割について理解しておくこと。 

第４回 

第 3章 企業の行動（続き） 

・完全競争企業 (pp.48～51) 
・独占企業 (pp.52～57) 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 企業の行動について理解しておくこと。 

第５回 

第 4章 市場のメカニズム 

・完全競争 (pp.60～64) 
・完全競争市場のメリット (pp.64～70) 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 
完全競争市場の条件について理解しておく

こと。 

第６回 

第 4章 市場のメカニズム（続き） 

・寡占とカルテル (pp.70～76) 
第 5章 市場の問題 
・市場の失敗：公害 (pp.78～84) 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 市場の外部効果について理解しておくこと。 

第７回 

第 5章 市場の問題（続き） 
・市場の失敗：情報 (pp.84～90) 

・独占と公的規制の問題 (pp.92～96, 91) 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 独占の効果について理解しておくこと。 

第８回 

第 6章 政府 

・政府の役割・公共財 (pp.98～106) 
・税金・政府の選択（pp.106～113） 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 公共財について理解しておくこと。 

  



 

 

第９回 

第 7章 金融 
・貨幣（pp.116～120） 
・金融商品とその選択（pp.120～129） 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 貨幣の役割について理解しておくこと。 

第１０回 

第 8章 マクロ市場 
・ GDP (pp.132～138) 
・ IS-LMモデル①（pp.138～142） 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 
GDP に含まれるものについて理解しておくこ

と。 

第１１回 

第 8章 マクロ市場（続き） 
・ IS-LMモデル②（pp.142～148） 
第 9章 マクロ政策 

・財政政策 (pp.152～158) 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 
IS-LM モデルと経済政策の関連について理解

しておくこと。 

第１２回 

第 9章 マクロ政策（続き） 

・財政赤字の問題(pp.158～165) 
・金融政策(pp.166～172) 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 金融政策の手法について理解しておくこと。 

第１３回 

第 10章 国際経済 
・貿易 (pp.178～184) 
・国際収支と為替レート(pp.184～191) 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 貿易のメリットについて理解しておくこと。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 4 回の講義内容を踏まえて、企業の行動と役割について整理し、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：補講授業を実施する。 

授業内容：「近年の経済動向について」 

実施時期：第 9 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：これまでに学んだものを踏まえて、経済ニュースを読むこと。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 

GEHL1101 

GEHL1112 

GEBS1301 ２．授業担当教員 清水 信好 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．授業で学んだ内容についてミニレポートなどにまとめ、提出する。 

２．「運動プログラムの作成」、「健康的ダイエットの方法」などについてレポートを求める。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

配布するプリント等を教材とする。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 
メッセージ 

肥満、高血圧、加齢、睡眠、食と健康など、受講生の日常生活にもそのまま該当する内容を扱っていきます。 
人体の仕組みや生理についてよく理解し、生活習慣の改善、運動スポーツの実践ができるようになってくださ

い。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（本科目のねらい

と到達目標等） 
日常生活と健康の関わり 
運動不足の害１ 

事前学習 
大学生になって、自分は日常生活をどのように過ごしているの
か、客観的に把握しておく。 

事後学習 
健康という観点から自分の生活状況をどのように評価するか。問題点、改

善点を具体的に考え、記述する。 

第２回 

運動と健康の関係性 
運動不足の害２   

日常生活の乱れと健康の関係性 
基本的生活習慣の重要性 

事前学習 
生活習慣の乱れは身体にどのような影響をもたらすか 考えた
うえで授業に臨む。 

事後学習 講義内容から自分が受容したことについてまとめる。 

第３回 

身体の仕組み １ 

  嗜好品と体の健康 
  喫煙の恐怖 

事前学習 
喫煙に関する健康の害および他人に及ぼす悪影響について調べ

て臨む。  

事後学習 
講義内容および視聴覚教材から自分が受容したことについて専

用用紙にまとめる。 

第４回 
身体の仕組み ２ 
低体温と健康障害 

運動の貢献 

事前学習 バイタルサインとは何か、又、自分の数値について確認して臨む。 

事後学習 低体温改善に貢献する運動の効果についてまとめる。 

第５回 
身体の仕組み ３ 
生命の維持（水分、酸素） 
運動との関わり 

事前学習 
からだと水分、酸素と健康。運動時の水分補給について 事前学
習して授業に臨む。 

事後学習 
講義の内容および視聴覚教材から受容したことを専用用紙にま

とめる。 



 

 

第６回 
運動による身体の変化 1 
準備運動と整理運動の持つ意義と 
傷害予防 

事前学習 準備運動と、整理運動の重要性について考えて臨む。 

事後学習 講義内容について自分の考えを専用用紙にまとめる。 

第７回 
運動による身体の変化 ２ 
肥満の原理と食の実態 

事前学習 肥満は何故健康に良くないのかを調べて臨む。 

事後学習 講義内容についての自分の感想を専用用紙にまとめる。 

第８回 
運動による身体の変化 ３ 
メタボリックシンドローム 
ダイエット方法 

事前学習 
ダイエットの方法について、身の回りの事例、体験等からまとめ
ておく。 

事後学習 

正しいダイエットを理解する。第三者にもアドバイスできるよう

に理解する。前回の授業内容を加味して自分の受容したことを総

括する。 

第９回 
スポーツと健康 １ 
運動の身体に及ぼす効用 
軽運動（歩行を主として） 

事前学習 歩行の健康に対する貢献度について調べて臨む。 

事後学習 
軽運動の身体に及ぼす影響と運動不足の差について自分の考え

を専用用紙にまとめる。 

第１０回 

スポーツと健康 ２ 

トレーニングの原理・原則 
運動処方 

事前学習 体力の概念と向上のためのトレーニング法を調べておく。 

事後学習 
トレーニングの原理・原則に基づいた健康維持のための運動プロ

グラムの作成方法をまとめる。 

第１１回 
スポーツと健康 ３ 
筋力低下と傷害の関係性  

 体力測定  

事前学習 腰痛発生のメカニズムについて事前に学習してくる。 

事後学習 高校生時代との筋力、筋持久力を比較し、現有体力を把握する。 

第１２回 
スポーツと健康 ４ 

疲労回復法 
疲労しにくい身体づくり 

事前学習 疲労を回復するためのいろいろな方法を調べて授業に臨む。 

事後学習 自分なりの疲労回復方法についてまとめ上げ、実践する。 

第１３回 

スポーツと健康 ５ 

 ストレッチング 
安全管理（暑熱、寒冷、湿度等） 

事前学習 
ストレッチングとは何か、実施方法は、身体に及ぼす影響につい

て調べて臨む。 

事後学習 
スポーツを安全かつ効果的に実践するための留意点、方法につい

て総括して専用用紙にまとめる。 

課題研究

1 

研究テーマ：運動不足、身体活動不足の害を述べたうえで、望ましい健康生活習慣についてまとめる 

形式：指定された書式に則り、A4 1枚 1200字程度にまとめる 

実施時期：第 7回の授業後実施 

提出時期：第 8回授業開始時 

視点・観点： ➀ 第 1回～8回の講義内容を中心に、調べてわかったことおよび自分の考えや意見を主張する 

       ② 身近な社会人、家族親戚等の事例をチェックする 

事後学習：第 10回授業において本課題を総括する  

課題研究

2 

研究テーマ：ダイエットを含めた健康づくりプログラムを作成する 

形式：相談事例に対する、具体的な健康づくりプログラムを作成アドバイスする  A4 1枚 1200字程度 

実施時期：第 10回の授業終了時実施 

提出時期：第 11回の授業開始時 

視点・観点：肥満と生活習慣病の関係性と競技スポーツではない視点からの身体活動の重要性を意識して作成する 

事後学習：第 13回授業において本課題を総括する 

期末試験 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　教育委員会での体育科主事として、スポーツ関連の一般企業での勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位

数） 
健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 
GEHL1301 

JNGL2103 
２．授業担当教員 山内 健次 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート：健康であるために今後どのようなスポーツ、運動を実践していきたいか 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】使用しません（授業内で配布したプリントを使用します） 

【参考書】神戸大学大学院人間発達環境学研究科健康科学研究会編「基礎としての健康科学」大修館書店 

     茨城大学健康スポーツ教育専門部会編「健康スポーツの科学」大修館書店 

     出村慎一 監修「健康・スポーツ科学講義」杏林書院 

     黒川隆志 他「健康スポーツ科学」技法堂出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代社会における健康に対しての問題点をしっかり理解し、自分自身の健康増進に役立てましょう。 

13．オフィスアワー 
授業内でお知らせいたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（受講にあたっての服装や態度

と注意点、授業内容の確認、成績評価方法） 

現代社会と健康①（平均寿命と健康寿命 

少子化 老年化指数 

事前学習 日本の 2019年度国民医療費について調べてくる。 

事後学習 他の国の老年化指数を調べてみる。 

第２回 
現代社会と健康②（日本人の死亡原因 子

どもの死亡原因 

事前学習 近年の日本人の死亡三大要因について調べてくる。 

事後学習 
30 代、40 代、それ以上の成人の死亡原因は何か調べてみ

る。 

第３回 

現代社会と健康③（（健康に対する定義 病

気の一次予防・二次予防・三次予防 健康を

作る社会づくり 国民健康づくり対策 ） 

事前学習 健康とは何かについて考えてくる。 

事後学習 健康の維持増進のために自分にできることを実践する。 

第４回 からだと栄養 
事前学習 

自分自身の体脂肪量を確認してくる。自分の一日の消費カ

ロリー量を考えてくる。 

事後学習 食品に含まれる栄養素をまとめる。 



 

 

第５回 生活習慣と健康① 食事バランスガイド 
事前学習 身近な食品のカロリー量を調べる。 

事後学習 自身の食事の摂り方について見直す。 

第６回 

生活習慣と健康② 健康づくりのための身

体活動基準 2013 健康づくりのための睡眠

指針 2014）） 

事前学習 自分の一日の身体活動を書き留めておく。 

事後学習 身体活動量が増す生活を実践する。 

第７回 
生活習慣と健康③ 飲酒・喫煙がからだに

及ぼす影響 

事前学習 日本人の喫煙率を調べてくる。 

事後学習 
飲酒・喫煙以外の嗜好品によって、健康を害するものがあ

るのか調べてみる。 

第８回 
メタボリック症候群と生活習慣病① 高血

圧 脂質異常症 

事前学習 
生活習慣病を予防するには、どのように生活を送ればよい

のか考えてくる。 

事後学習 
生活習慣病を予防するために、自分で実践できることを決

める。 

第９回 
メタボリック症候群と生活習慣病② 心疾

患 脳血管疾患 

事前学習 生活習慣病の罹患率を調べてくる。 

事後学習 自分の生活習慣で修正する点をまとめる。 

第１０回 

メタボリック症候群と生活習慣病③ 糖尿

病 生活慣病と運動の関係 健康診断書の

数値の読み方） 

事前学習 自分自身の健康診断結果について確認してくる。 

事後学習 何か生涯スポーツとして活動できるものを考える。 

第１１回 

体力の科学①（生活変化に伴う体力の衰え

体力の定義 体力の分類 発育と発達 子

どもの体力） 

事前学習 自分自身の体力測定結果を確認してくる。 

事後学習 子どもの発育発達に応じた運動をまとめる。 

第１２回 
体力の科学②（青年期 壮年期 高齢者の

体力 ロコモティブシンドローム） 

事前学習 高齢者が日常生活を送る上での、問題点を考えてくる。 

事後学習 高齢者に優しい社会づくりを実践する。 

第１３回 

救急手当（心肺蘇生法 気道内異物除去）と

応急手当（創裂刺傷 骨折・捻挫の固定法 

熱傷 鼻血等）の実際 

事前学習 これまで習ってきた心肺蘇生法について復習してくる。 

事後学習 傷の手当てや熱傷の手当てなどを復習する。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する 

授業内容：「身体（からだ）のしくみ①（骨＝頭部・体幹・上肢・下肢 関節 歯）」 

実施時期：日程は未定のため、授業開始後に授業内で周知する。 

事前学習：おおまかなからだの名称と役割を調べておく。 

事後学習：学習した骨の名称を自分のからだで確認する。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する 

授業内容：「身体（からだ）のしくみを知る②（筋肉の種類と構造 神経系の分類 自律神経系のはたらき ストレスと

自律神経 ストレスの対処法）」 

実施時期：日程は未定のため、授業開始後に授業内で周知する。 

事前学習：自分自身のストレッサーは何があるか考えてくる。 

事後学習：学習したストレス対処法を実践してみる。 

期末試験 
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１．科目名（単位数） 健康相談活動の理論と方法 （2 単位） 

３．科目番号 EDHE3304 

２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

児童生徒の心身の健康問題の複雑化、多様化に伴い、学校におけるカウンセリングの機能の充実が急務と
なっている。その中でも養護教諭は、児童生徒の身体的不調の背景に、いじめ等の心の健康が係わっている
こと等のサインにいち早く気づく立場にあるとされ、その専門性をいかした心と体、両面への対応に対する
期待は年々高まっている。 
本講義では、養護教諭の専門性を最大限に発揮した統合的アプローチとも言える「健康相談活動」の基本

的理論について習得する。また、保健室来室場面を想定した事例検討やロール・プレイを通して、児童生徒
が抱える様々な問題に対応するための実践力を向上させる。 

８．学習目標 

１） 保健室における健康相談活動のプロセスを理解し、説明できるようになる。 
２） 健康相談活動の遂行に必要な基本的知識と技術を身につけ、応用することができるようになる。 
３） 保護者・学級担任・専門機関の専門職との連携の方法を理解し、説明できるようになる。 
４） 集団を対象にした心の健康教育について実践することができるようになる。 
５） 専門職としての研修の在り方を習得できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業毎に、講義内容についての感想、まとめに関する小レポートを出題する。 

・最終課題レポート：「健康相談活動の進め方」について、自らの考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

森田光子『養護教諭の健康相談ハンドブック』東山書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）保健室における健康相談活動のプロセスを理解し、説明できるようになったか。 

２）健康相談活動の遂行に必要な基本的知識と技術を身につけ、応用することができるようになったか。 

３）保護者・学級担任・専門機関の専門職との連携の方法を理解し、説明できるようになったか。 

４）集団を対象にした心の健康教育について実践することができるようになったか。 

５）専門職としての研修の在り方を習得できるようになったか。 

○評定の方法 

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

30％）、最終課題レポート （同 40%） の結果から総合的に判断する。また、本学の規定に定められている、

１５回中１２回以上の出席が単位修得の条件であることを加味する。 

12．受講生への 

メッセージ 

健康相談活動は学際的な分野であるため、広く高度な専門的力量が求められています。難しい側面もあり

ますが、養護教諭だからこそできる独自性の強い活動でもあります。様々な訴えを持って保健室を訪れる子

どもたちに対して、養護教諭としてどのような支援が可能であるのか、そのためにはどのような知識や技術

が必要なのか、具体的なイメージを持ちながら受講してほしいと思います。子どもたちのもつ健康課題の解

決に向けて、その力を発揮できる養護教諭を目指して、一緒に学んでいきましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

Ⅰ 健康相談活動の基本的な考え方 

①健康相談活動の定義 

・養護教諭に期待されていることとは？ 

事前学習 
養護教育学での既習事項に目を通し、健康相談

活動の概要を復習しておく。 

事後学習 健康相談活動の概念を整理し、まとめる。 

第２回 
②児童生徒のメンタルヘルスの現状と課題 

・保健室利用状況に関する調査から  

事前学習 
事前に配布する保健室利用状況調査の結果を熟

読し、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
児童生徒の保健室利用状況に関するディスカッ

ションを総括し、自分の考えをまとめる。 

第３回 

③健康相談活動プロセスと基本的留意事項 

・養護教諭の職務の特質、保健室の機能 

・養護教諭に求められる役割 

・医学的要因と心理社会的要因の見立て 

事前学習 

教科書の健康相談活動のプロセス（p.11）、見立

てに関連する事項 (pp.27～33)を熟読し、考え

をまとめておく。 

事後学習 
養護教諭の職務の特質や保健室の機能を生かし

た健康相談活動の進め方についてまとめる。 

第４回 

④健康相談活動に活かす心理学的諸技法 

・基本的な相談技術と留意点 

・傾聴的応答の基本 

事前学習 
教科書のカウンセリングの技法に関する事項

（pp.86～88）を熟読し、予習を行う。 

事後学習 
傾聴的応答の基本事項を整理し、ポイントをま

とめる。 

第５回 ⑤傾聴的応答のロール・プレイ 

事前学習 
教科書のカウンセリングの技法に関する事項

（pp.86～88）を熟読し、予習を行う。 

事後学習 
傾聴的応答のロール・プレイを振り返り、自分

の聴き方の良い点、改善点をまとめる。 

  



 

 

 

第６回 

Ⅱ 健康相談活動を想定したロール・プレイ 

①教科書の事例をもとにしたロール・プレイ（救急

処置場面での傾聴応答） 

事前学習 

ロール・プレイの題材となる教科書の事例

（p.11）を熟読し、養護教諭の対応についての

理解を深めておく。 

事後学習 

ロール・プレイの内容を振り返り、救急処置や

保健指導の場面での傾聴的応答のあり方につい

て整理する。 

第７回 
②心理的ストレスから体調不良を訴える 

 児童の事例（友人関係不和） 

事前学習 
これまでの学習内容を振り返り、健康相談活動

のプロセスを確認しておく。 

事後学習 
養護教諭役の対応について評価し、その対応の

ポイントや改善点等についてまとめる。 

第８回 
③心理的ストレスから体調不良を訴える 

 生徒の事例（受験ストレス） 

事前学習 
これまでの学習内容を振り返り、健康相談活動

のプロセスを確認しておく。 

事後学習 
養護教諭役の対応について評価し、その対応の

ポイントや改善点等についてまとめる。 

第９回 
④身体的課題から、学校不適応に至った 

 児童の事例（肥満児の頻回来室） 

事前学習 
頻回来室する児童生徒への対応のあり方につい

て調べ、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
養護教諭役の対応について評価し、その対応の

ポイントや改善点等についてまとめる。 

第１０回 

Ⅲ 健康相談活動の事例検討 

①体調不良を訴えて、登校を渋りはじめた 

児童の事例（保健室登校） 

事前学習 
保健室登校児童生徒への対応のあり方について

調べ、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
事例に関するディスカッションを総括し、その

対応の在り方について、自分の考えをまとめる。 

第１１回 
②心理的ストレスが、身体症状に発展した 

生徒の事例（過呼吸発作） 

事前学習 
過呼吸発作の救急処置について調べ、その対応

のあり方について自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
事例に関するディスカッションを総括し、その

対応の在り方について、自分の考えをまとめる。 

第１２回 
Ⅴ 集団を対象とした心の健康教育 

・ストレスマネジメント教育の体験 

事前学習 
保健学習、保健指導の位置づけや、養護教諭が

実践する際の留意点について調べておく。 

事後学習 
講義時間内の心の健康教育の体験を総括し、自

分の考えをまとめる。 

第１３回 

まとめ：「健康相談活動の進め方」 

・最終課題レポートに記載した内容に基づき、グル

ープディスカッションを行う。 

・「健康相談活動の進め方」のポイントを共有する。 

事前学習 
最終課題レポートを作成し、これまでの講義内

容をまとめておく。 

事後学習 
グループディスカッションを通して新たに得た

考え方を踏まえて、全講義内容を振り返る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 6回〜第 9回の講義内容を踏まえ、例示する生徒に対する「来室時の接し方」の方針について、

レポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回の授業以後にも行う。 

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

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

課題研究 

2 

題研究テーマ：第 10回〜第 11回の講義内容を踏まえ、例示する保健室来室生徒への具体的な支援方針について、レ

ポートにまとめなさい。（「健康相談のプロセス」や「チームとしての学校」を念頭に置くここと。） 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回の授業以後にも行う。 

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

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

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 言語学概論 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP1141 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 講義・演習・討論・発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 言語には日本語も英語もあるが、どの言語にも共通したなんらかの性質がある。この講座は言語体系、言語

能力、言語運用などといった言語学の分野でよく使われる用語を紹介したうえで、音、単語、文、意味、文化

について考察を進め、ことばの普遍性と多様性を学習していく。 

８．学習目標 
1.どの言語にも応用できる言語学の基礎知識について説明できるようになる。 

2.言語学の基礎知識を日本語（や母国語）に当てはめ、自分で用例を挙げながら解釈できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.毎回授業の始めに振り返りテストを行ってから、内容導入を行う。 

2.毎回授業の終わりに確認問題を行い、学習内容の理解度を確認するので、次回までによく復習しておく。 

3.研究テーマを10回目の授業前に提出し、方向性の確認後、研究を始め、発表を行う。その後、発表会での議

論・コメントを踏まえ、自分の研究成果を最終レポートにまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】原沢伊都夫著『入門言語学』スリーエーネットワーク 2017。 

【参考書】黒田龍之介 『はじめての言語学』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）言語学の基礎知識について説明できるようになったか。 

２）言語学の基礎知識を日本語（と母国語）に当てはめ、自分で用例を挙げながら解釈できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

言語学という学問は、何をやっているのかがわかりにくい学問かもしれない。この授業では、言語学はいった

い言語の何を研究しているかという言語学の基礎知識を学ぶことと、専門知識を日本語や母国語に応用するこ

とに力を入れる。応用することによって、言語学の醍醐味が分かるので、ぜひ楽しく勉強していきたい。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（授業概要の説明） 
事前学習 言語学とは何かについて考えておく。 

事後学習 教科書を通読し、希望の発表担当箇所を選ぶ。 

第２回 
第 1 章「言語学のはじまり」言語学の歴史、言語の特

徴、言語の機能 

事前学習 教科書 pp.2~31 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第３回 
第 2 章「音声学①」：音声学の種類、音声の特徴：子音

（調音点、調音法） 

事前学習 教科書 pp.34~49 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第４回 
第 2 章「音声学②」：音声の特徴：母音、超分節素（ア

クセント、イントネーション） 

事前学習 教科書 pp.50~65 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第５回 
第 3 章「音韻論」音素、条件異音、音素表記、母音の

無声化 

事前学習 教科書 pp.68~95 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第６回 
第 4 章「形態論」形態素と異形態、語構成、日本語述

語の活用、有標理論 

事前学習 教科書 pp.98~122 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第７回 
第５章「統語論」直接構成素(IC)分析、チョムスキー

の言語理論 

事前学習 教科書 pp.124~150 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第８回 
第６章「意味論①」：成分分析、語の意味関係、句の意

味(連語、慣用句)、文の意味 

事前学習 教科書 pp.152~171 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第９回 
第６章「意味論②」：語用論、コンテクスト、発話の構

成要素、会話の条件 

事前学習 教科書 pp.172~186 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第１０回 
第６章「意味論③」：言語、文化、思考、サピア・ウォ

ーフの仮説 

事前学習 教科書 pp.187~197 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第１１回 
第７章「認知言語学①」知識構造(スキーマ、カテゴリ

ー化、フレーム、スクリプト) 

事前学習 教科書 pp.200~212 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第１２回 
第７章「認知言語学②」認知作用と言語、ゲシュタル

ト、比喩表現 

事前学習 教科書 pp.213~230 を熟読しておく。 

事後学習 配布したワークシートの問題をやる。 

第１３回 
既存内容の復習テスト、提出された各発表テーマを参

加者全員で共有議論し、各自最終レポート作成を行う 

事前学習 学習内容を復習し、疑問点を明らかにしておく。 

事後学習 議論を参考に、各自研究レポートを完成させる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第２回～第９回の講義内容を基に、「言語学(前半)のまとめレポート」を作成する。また、興味を持っ

た研究テーマ(最終授業で発表する研究内容)を選択し、それも書き記して提出する。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度(約 1,000字以上) 

実施時期：第９回の授業後に実施する 

提出期限：第１０回の授業開始までに提出する。 

事後学習：返却されたレポート、助言、意見交換を基に、学んだことをノートにまとめておき、最後の発表に活かす。 



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第１０回～第１２回の講義内容を基に、「言語学(後半)のまとめレポート」を作成するとともに、自分

が選択した研究テーマについて、自分なりに調べ深めた内容も記述して提出する(最終授業で共有議論する)。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度(約 1,000字以上) 

実施時期：第１２回の授業後に実施する 

提出期限：第１３回の授業開始までに提出する。 

事後学習：最終授業において発表共有し、議論した内容を基に、さらに深めたことを追加して最終レポートとする。 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
現代社会と社会教育 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3445 

SCMP3445 

SBMP3445 ２．授業担当教員 栗山 究 

４．授業形態 講義と討議、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は、文部科学省令で定められた大学における社会教育主事資格課程の必修科目の一つであり、他の

社会教育主事資格課程科目の基礎編に位置づけられる。受講に際しては「生涯学習概論」を修得済であるこ

とが望ましい。 

７．講義概要 

現代社会は変化の激しい時代である。国内だけでなく国際社会の変動が人々の生活や価値観に大きな影響
を与えている。そのため、今までになかった新たな課題が生じている。このような現状において、社会教育
は「人々の多様な学習要望を踏まえた生涯学習の振興」に努めるとともに、「地域の活性化や家庭の教育力

の向上」等の社会の要請に適切かつ迅速に対応する支援の遂行が求められている。そこで、本科目では社会
教育についての理解を深めるとともに、身近にある様々な現代的課題解決のための具体的な支援方策につい
て、事例研究やグループ討議を通して追究し、個別事業計画を立案する。 

８．学習目標 

次の目標を達成することを目的とする。 
①現代社会が抱える様々な課題、地域特有の課題の背景や特徴を理解することができるようになる。 
②社会教育とは何かを理解するとともに、現代社会の課題解決に向けた社会教育の役割について理解するこ

とができるようになる。 
③社会教育の当面する課題と課題解決に向けた諸施策について理解し、説明できるようになる。 
④社会教育の推進者の役割や社会教育施設の現状と目的について理解することができるようになる。 

⑤身近な現代的課題に対応した具体的方策（個別事業計画）を立案することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

本授業では、①演習課題、②現代的課題の学習講座の企画書、③期末レポート、以上３点の作成・報告と

提出が課題となる。授業展開の建付けをしっかり理解し、各種課題には計画的に取り組んでほしい。 

①は、受講者各自の関心に即して新聞記事・文献・実践記録を収集し、整理する時間が必要となる。①の

学習の成果を受けての②③は、クラス内での話しあい学習の内容を把握し、理解することが求められる。授

業内容や討議・演習で気づいたことを自分なりにふりかえる時間を自覚的につくり、配布資料は各自でファ

イルなどを用意してまとめておき、予習と復習に活かしてほしい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】各回の授業内において適宜紹介していく。 

【参考書】『月刊社会教育』国土社、1957年～毎月刊行。 

社会教育推進全国協議会編『日本の社会教育実践』1974年～毎年発行。 

社会教育推進全国協議会編『社会教育・生涯学習ハンドブック第９版』エイデル研究所、2017

年。 

【教材】プリント資料・コメントペーパー 

（各回授業テーマに応じて、担当教員が作成・編集した資料を配布する） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会教育に関する目標・内容・方法について理解し、具体的に説明できる力を身につけたか。（知識・

理解） 

２．現代的課題をふまえた社会教育のあり方について理解した上で、適切なテーマを設定し、学習講座等を

企画できる力を身につけたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

１．授業への取り組み姿勢                    総合点の３０％ 

２．授業内での課題提出（小テスト・課題レポート・企画書作成等） 総合点の４０％ 

３．期末レポート                        総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

（1）本授業は、主として演習形式で展開するので、授業内容の理解は、毎回の授業（演習）に連続して出

席することで深まります。正当な理由なしの欠席や遅刻は控え、主体的・積極的に授業に臨んでください。 

（2）授業内の相互学習を踏まえ、可能な限り自らの問題意識や興味関心に即して、自分たちの「まちの課

題」に向きあっている多様な「学び」の現場（社会教育実践の現場）に足を運び、住民や住民の学びを支え

る人たちとともに学習を深めていく機会をつくってみてください。受講者相互の問題意識や興味関心の程度

に応じて、そうした現場を紹介していく機会も適時、設けていきたいと考えています。自分なりに学んだ内

容をふりかえり、その内容を探究していこうとする姿勢や行動は積極的に評価し、応援します。 

13．オフィスアワー 個別での質問や相談等は、各回授業終了後の時間に対応する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス（授業の進め方の説明）、自己紹介、

社会教育主事とは（資格・仕事・人事・現状） 

事前学習 
社教主事資格課程を受講しようと思う理由をまとめ、

この授業へ望むことを整理する。 

事後学習 社会教育主事・社会教育職員とは何かを理解する。 

第２回 
〔第１部〕生涯学習概論で学んだ基本用語の確

認／ノンフォーマル教育の可能性 

事前学習 
事前に提示する生涯学習概論で学んだ基本用語を確認

してくる。 

事後学習 
配布資料を読み「まちの課題」に取り組む多様な「学び

場」と、そこでの実践を見つめなおす。 

第３回 
〔第１部〕地域社会に根ざした社会教育の実践

事例／未就学児の子をもつ親たちの学びあい 

事前学習 
事前に提示する生涯学習概論で学んだ基本用語を確認

してくる。 

事後学習 
配布資料を読み「まちの課題」に取り組む多様な「学び

場」とそこでの実践を見つめなおす。 



 

 

第４回 
〔第１部〕地域社会に根ざした社会教育の実践

事例／課題研究１のふりかえり 

事前学習 課題研究１のレポートをまとめてくる。 

事後学習 
添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをま

とめる 

第５回 
〔第１部〕地域社会に根ざした社会教育の実践

事例／課題研究２のふりかえり 

事前学習 課題研究２のレポートをまとめてくる。 

事後学習 
添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをま

とめる 

第６回 

〔第２部〕現代社会のさまざまな学習課題と

学び場①／受講者からの調査報告会（例）若

者・青年・成人・高齢者の学びと社会教育の

役割 

事前学習 
各自の関心に即して新聞記事・文献・実践記録を収集

し、持ち寄る。 

事後学習 
必要課題や要求課題など報告会で話し合われた内容を

ふり返る。 

第７回 

〔第２部〕現代社会のさまざまな学習課題と学

び場②／受講者からの調査報告会（例）障がい

のある人たちや在住外国人とともにある学び

あい 

事前学習 
各自の関心に即して新聞記事・文献・実践記録を収集

し、持ち寄る。 

事後学習 
必要課題や要求課題など報告会で話し合われた内容を

ふり返る。 

第８回 

〔第２部〕現代社会のさまざまな学習課題と学

び場③／受講者からの調査報告会（例）人権・

平和学習・環境問題と地域社会での学びあい 

事前学習 
各自の関心に即して新聞記事・文献・実践記録を収集

し、持ち寄る。 

事後学習 
必要課題や要求課題など報告会で話し合われた内容を

ふり返る。 

第９回 

〔第３部〕現代的課題の学習講座の企画・立案

①各自の調査報告内容をテーマにした講座企

画づくり（準備会） 

事前学習 
各自の報告内容に際して話し合われた内容をふりかえ

り、論点を整理してくる。 

事後学習 
現代的課題の学習とは何か、社会教育事業にする際の

特徴を含め、説明できるようにする。 

第 10 回 

〔第３部・特別講義〕現代的課題の学習講座へ

の参画体験 ※実施時期は前後しますが、学外

授業とする可能性があります 

事前学習 
事前にチラシ等を読み、会場となる「まちの学び場」の

概要や当日の講座内容を確認する。 

事後学習 
実際の講座に参加して、学習者との学習内容や、学習

者と意見交換した内容をふりかえる。 

第 11 回 

〔第３部〕現代的課題の学習講座の企画・立案

②各自の調査報告内容をテーマにした講座企

画づくり（報告会） 

事前学習 現代的課題の学習講座の企画書を作成してくる。 

事後学習 
現代的課題の学習とは何か、社会教育事業にする際の

特徴を含め、説明できるようにする。 

第 12 回 

〔第３部〕現代的課題の学習講座の企画・立案

③各自の調査報告内容をテーマにした講座企

画づくり（ふりかえりの会） 

事前学習 現代的課題の学習講座の企画書をリライトしてくる。 

事後学習 
現代的課題の学習とは何か、社会教育事業にする際の

特徴を含め説明できるようにする。 

第 13 回 
〔第３部〕現代的課題の学習講座の企画・立案

④各自が執筆した期末レポートの報告と分析 

事前学習 
この授業で学んだ内容をふりかえり、各自が執筆した

期末レポートを紹介する。 

事後学習 
期末レポートを報告し、意見交換した内容をふりかえ

る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回の授業で提示する「持続可能な社会づくりのための教育」に関して指定する文献を提示する。

当該文献を熟読してその要点をレポートにまとめてくること。 

レポート形式：Ａ４用紙４枚（3,000字程度） 

実施時期：第 2回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4回授業で行う。添削内容

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 2回の授業で提示する「多文化共生社会をめざす教育実践」に関して指定する文献を提示する。

当該文献を熟読してその要点をレポートにまとめてくること。 

レポート形式：Ａ４用紙４枚（3,000字程度） 

実施時期：第 2回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 5回授業開始前に行う。添

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

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

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
公衆衛生／公衆衛生（中等） （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3335 

SCMP3335 

SBMP3335 

EDHE3314 
２．授業担当教員 澤田 晋一 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

公衆衛生は、健康上の問題を集団で捉えることにより、疾病の予防や健康増進のための組織的な対策や制

度を考える学問である。福祉や医療に携わる専門職には、必須の分野である。 

本科目では公衆衛生の概念や基本的な考え方、我が国が直面しているさまざまな健康問題（感染症、生活
習慣病など）の現状と課題を学び、疾病予防や健康増進のための公衆衛生活動について考察する。さらにこ

れからの保健・医療・福祉の方向性と互いの連携の在り方について、学生自身が考察できる力を身につける
ことができるようにする。 

８．学習目標 

１．公衆衛生の歴史と概念について説明できるようになる。 

２．保健統計の各指標について説明できるようになる。 

３．疫学の考え方について説明できるようになる。 

４．各健康問題（感染症、生活習慣病など）の現状に関心を持ち、課題の解決に対して意欲を持てるように

なる。 

５．専門職として理解しておくべき公衆衛生に関する知識や考え方を習得し応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１． 授業内容の復習のために、適宜提出物を求める。 

２． レポート課題：教科書の各章末に示されたミニ・レポート課題や配布資料のトピックについて考察した

内容を 1600～2000字程度でまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】鈴木庄亮・久道 茂監修『シンプル衛生公衆衛生学 2020』南江堂、2020。 

【参考書】森本兼嚢（監修）『現代医学と社会―＜医学概論＞講義』朝倉書店。  

厚生統計協会編集・発行『国民衛生の動向 2019/2020年』。 

清水忠彦・南波正宗『わかりやすい公衆衛生学』ヌーベルヒロカワ。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．保健統計・疫学などの用語や考え方を説明できるようになったか。 

２．身近な健康問題の現状に関心を持ち、自らの考えで対処できる力を身につけたか。 

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 

２．課題発表・期末試験など         総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

少子高齢化が世界で最も進んでいる日本において福祉や保健を志す人は社会の健康問題に常に敏感になる

ことが必要である。新聞などのメディアが報じるニュースをよくチェックし解決策を考えてみよう。あなた

が考える対策がこれからの日本の将来を決めるかもしれない。 

[受講生に期待される学習態度] 

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

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

３．レポートの提出期限は厳守すること。事情によって提出日に間に合わない場合は講師にそのことを文書

で伝え許可をとるようにする。 

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

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

３．授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用については厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間や昼休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
衛生学・公衆衛生学総論（21世紀の医学医療の目指すも

の。感染症から生活習慣病の予防へ） 

事前学習 
「公衆衛生」用の学習ノートを準備し、授業

に臨む意識を高める。 

事後学習 

配布資料を熟読し、現代の健康と病気とはど

ういうものなのか、これからの医学・医療は

どうあるべきかを考察する。 

第２回 

公衆衛生の概念および歴史（古代ローマの環境保健対

策、中世ヨーロッパの港で行われた感染症予防対策、ジ

ョン・スノウの功績、高木兼寛の業績、チャドウィック

の主張、ウィンスロウの公衆衛生の定義、WHOの健康

の定義、疾病構造の変化） 

事前学習 
教科書の「衛生学・公衆衛生学序論」の章を

読んでおく。 

事後学習 
公衆衛生の概念及び歴史について説明でき

る。 

第３回 

保健統計（世界の人口とその推移、何が人口の増加をも

たらしたか、人口転換、日本の人口とその推移、合計特

殊出生率の推移、健康指標、粗死亡率と年齢調整死亡率、

平均寿命と平均余命、罹患率と有病率、患者調査） 

事前学習 教科書の「保健統計」の章を読んでおく。 

事後学習 保健統計について説明できる。 

第４回 
疫学（疫学とは何か、疫学調査の手順と留意事項、選択

バイアス・情報バイアス・交絡バイアス、無作為化比較

事前学習 教科書の「疫学」の章を読んでおく。 

事後学習 疫学について説明できる。 



 

 

 

試験（RCT）） 

第５回 
疫学続き（年齢調整死亡率の求め方、相対危険度・寄与

危険度の求め方） 

事前学習 教科書の「疫学」の章を再度読んでおく。 

事後学習 疫学について説明できる。 

第６回 感染症とその予防（感染症の成立要因、感染症予防対策） 
事前学習 

教科書の「感染症の予防」「生物的環境要因－

微生物を中心に」の章を読んでおく。 

事後学習 感染症について説明できる。 

第７回 

食品と健康（食中毒の原因（病原微生物・自然毒・化学

物質）と発生状況、予防対策について、食品の安全性を

確保するための法律について 

事前学習 教科書の「食品と健康」の章を読んでおく。 

事後学習 食品と健康について説明できる。 

第８回 

生活習慣病対策（生活習慣病とは何か、生活習慣病によ

る死亡率、一次予防・二次予防・三次予防の概念、健康

日本２１（第 2次）、ヘルスプロモーションの考え方） 

事前学習 
教科書の「疾病予防と健康管理」を読んでお

く。 

事後学習 生活習慣病対策について説明できる。 

第９回 
環境保健の概要（人間の環境、環境の諸要因と評価、量

-反応曲線、環境リスク対策） 

事前学習 
教科書の「環境保健」の章の該当箇所を読ん

でおく。 

事後学習 環境の把握とその評価について説明できる。 

第１０回 
物理的環境要因（暑熱・寒冷、騒音、振動、放射線、気

圧）と健康障害 

事前学習 
教科書の「環境保健」「産業保健」の章の該当

箇所を読んでおく。 

事後学習 
物理的有害要因の健康問題について説明で

きる。 

第１１回 
化学的環境要因（一酸化炭素、酸素欠乏、有機溶剤、金

属、粉じん、発がん物質等）と健康障害 

事前学習 
教科書の「環境保健」「産業保健」の章の該当

箇所を読んでおく。 

事後学習 
化学的有害要因の健康問題について説明で

きる 

第１２回 

産業保健の概要（産業保健の歴史、労働災害・事故、職

業病、安全衛生対策、職場における健康診断と健康増進、

ワークライフバランス、職場復帰） 

事前学習 教科書の「産業保健」の章を読んでおく。 

事後学習 
働く人々の健康問題と予防対策について説

明できる。 

第１３回 

精神保健の概要（精神保健と心の働きの理解、ストレス

と精神健康の破綻、精神障害の現状と分類、精神保健福

祉活動） 

事前学習 教科書の「精神保健」の章を読んでおく。 

事後学習 
ストレスと心の健康問題について説明でき

る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回から第 8回で学んだ中で最も関心をもったトピックについて、関心をもった理由を述べ、必要

に応じて時事問題や身近な体験、医学の他の分野と関連付けながら、公衆衛生学的視点からその重要性と今後の課題を

考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 8回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導とディスカッションを第 11回目の授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成、添削指導、ディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 9 回から第 11 回で学んだ中で最も関心をもったトピックについて、関心をもった理由を述べ、必

要に応じて時事問題や身近な体験、医学の他の分野と関連付けながら、公衆衛生学的視点からその重要性と今後の課題

を考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導とディスカッションを第 13回目の授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成、添削指導、ディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公衆衛生 （2 単位） 

３．科目番号 

EDHE3314 

SSMP3335 

SCMP3335 ２．授業担当教員 石本 強 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表 ５．開講学期 春期/秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

公衆衛生は、健康上の問題を集団で捉えることにより、疾病の予防や健康増進のための組織的な対策や制

度を考える学問である。福祉や医療に携わる専門職には、必須の分野である。 

本科目では公衆衛生の概念や基本的な考え方、我が国が直面しているさまざまな健康問題（感染症、生活
習慣病など）の現状と課題を学び、疾病予防や健康増進のための公衆衛生活動について考察する。さらにこ

れからの保健・医療・福祉の方向性と互いの連携の在り方について、学生自身が考察できる力を身につける
ことができるようにする。 

８．学習目標 

１．公衆衛生の歴史と概念について説明できるようになる。 

２．保健統計の各指標について説明できるようになる。 

３．疫学の考え方について説明できるようになる。 

４．各健康問題（感染症、生活習慣病など）の現状に関心を持ち、課題の解決に対して意欲を持てるように

なる。 

５．専門職として理解しておくべき公衆衛生に関する知識や考え方を習得し応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各学生は、割り当てられた範囲について資料を調査後、課題研究のレポートを提出する。 

グループで、割り当てられたテーマについて資料を調査後、ディスカッションし発表する。 

詳細は授業の中で説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】清水忠彦・南波正宗『わかりやすい公衆衛生学』ヌーベルヒロカワ、第４版 

【参考書】厚生統計協会編集・発行『国民衛生の動向 2018/2019年』。 

     鈴木庄亮・久道 茂監修『シンプル衛生公衆衛生学 2019』南江堂、2019。 

     澤口彰子他「人体のしくみとはたらき」朝倉書店、2015。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．保健統計・疫学などの用語や考え方を説明できるようになったか。 

２．身近な健康問題の現状に関心を持ち、自らの考えで対処できる力を身につけたか。 

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 

２．課題発表・期末試験など         総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

少子高齢化が世界で最も進んでいる日本において福祉や保健を志す人は社会の健康問題に常に敏感になる

ことが必要である。新聞などのメディアが報じるニュースをよくチェックし解決策を考えてみよう。あなた

が考える対策がこれからの日本の将来を決めるかもしれない。なお健康問題を考えるにあたって、人体の仕

組みについてもよく復習すること。 

[受講生に期待される学習態度] 

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

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

３．レポートの提出期限は厳守すること。 

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

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

３．授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用については厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

公衆衛生の概念、ウィンスロウの公衆衛生の定義 

国の責務、WHOの健康の定義、疾病構造の変化、予防の

概念 

事前学習 
教科書第 1章「公衆衛生学とは」を読んで 

おく 

事後学習 
公衆衛生の概念及び健康、予防について復習

する 

第２回 
ヘルスプロモーション、国際協力活動 

公衆衛生の歴史、感染症対策 

事前学習 
教科書第１章「公衆衛生学とは」を読んで 

おく 

事後学習 

ヘルスプロモーション、国際協力活動 

公衆衛生の歴史、感染症対策について復習す

る 

第３回 

疫学（疫学とは何か、疫学調査の手順と留意事項、選択

バイアス・情報バイアス・交絡バイアス、無作為化比較

試験（RCT）） 

事前学習 教科書第２章「疫学的方法」を読んでおく 

事後学習 疫学について復習する。 

第４回 
人口問題、人口動態統計、 

健康状態、受療状況 

事前学習 教科書第３章「健康の指標」を読んでおく 

事後学習 
健康の指標について復習する。 

 

  



 

 

 

第５回 感染症とその予防（感染症の成立要因、感染症予防対策） 

事前学習 教科書第４章「感染症の予防」を読んでおく 

事後学習 感染症について復習する 

第６回 

食品と健康（食中毒の原因（病原微生物・自然毒・化学

物質）と発生状況、予防対策について、食品の安全性を

確保するための法律について） 

事前学習 教科書第５章「食品保健」を読んでおく 

事後学習 
食品と健康について復習しワークシートを

提出する 

第７回 

医療・介護の保障制度（わが国の医療保障の制度、公費

負担医療、医療保険制度のしくみ、国民皆保険制度、診

療報酬制度、国民医療費の現状、介護保険制度）、難病

対策（難病の概念） 

事前学習 
教科書第７章「医療・介護の保障制度」を読

んでおく 

事後学習 医療・介護の保障制度について復習する 

第８回 

母子保健（日本の母子保健の水準、乳児死亡率、周産期

死亡率、妊産婦死亡率、幼児死亡率、母子保健対策、健

康診査、母子健康手帳、保健指導と医療援護、母子保健

の課題と動向） 

事前学習 
教科書第９章「母子保健」を読んでおく 

 

事後学習 母子保健対策について復習する 

第９回 
学校保健 

環境保健 

事前学習 
教科書第 10章、６章を読んでおく 

 

事後学習 
学校保健、環境保健について復習する。 

 

第１０回 
生活習慣病の概念と現状 

健康づくり、生活習慣改善と健康 

事前学習 教科書第 1１章「生活習慣病」を読んでおく 

事後学習 生活習慣病について復習する 

第１１回 
生活習慣病とその予防についてのグループディスカッ

ションと、発表 

事前学習 教科書第 1１章「生活習慣病」を読んでおく 

事後学習 生活習慣病対策について復習する 

第１２回 
難病対策 

精神保健 

事前学習 
教科書第 1２章「難病対策」１４章 精神保

健を読んでおく 

事後学習 生活習慣病、精神保健について復習する 

第１３回 まとめ 

事前学習 

今まで学習したことを振り返り、日本の公衆

衛生にはどのような問題があるか考えてく

る。 

事後学習 
公衆衛生全体について学習したことをまと

める 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第１回から５回の講義内容を踏まえて、「感染症とその予防」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第５回の授業後に実施する。 

提出期限：第６の授業開始時に提出する。提出後、テーマについて質疑応答・討論などを行う。レポートについての質

問はその後の授業においても受け付ける。 

事後学習：テーマについてのレポート・質疑応答・討論などについてまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：第６回から１２回の講義内容を踏まえて、「精神疾患とその予防」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。提出後、テーマについて質疑応答・討論などを行う。レポートについて

の質問はその後の授業においても受け付ける。 

事後学習：テーマについてのレポート・質疑応答・討論などについてまとめる。 

 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
更生保護 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP4101 

SCMP4301 

SBMP4301 

SPMP4301 
２．授業担当教員 久保 貴 

４．授業形態 
講義、集団討議、学生との応答、途中確認テスト・小テストの併用、

期末に試験を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

犯罪や非行をした人の立ち直りを図り、再び犯罪や非行を起こさせないようにするには、その素質、環境

を考慮しつつ、その人に必要な各種の支援、福祉でいう自立支援が必要である。これらの支援は、警察、検

察、裁判、矯正の各段階で行われているが、本科目では、この内の社会の中での働きかけ（処遇）を中心と

する更生保護制度について、その概要、担い手、関係機関・団体との連携、また、心神喪失等の状態で重大

な犯罪を行った人の社会復帰の促進を目的とする医療観察制度の概要、さらには、更生保護制度の運用の実

際と今後の展望等について学習する。 

８． 学習目標 

１．福祉との関連において必要とされる更生保護制度の基礎的知識について理解し、説明することができる

ようになる。 

２．更生保護の組織を中心に，刑事司法・少年司法分野で犯罪前歴者等の支援活動に関与する組織，団体及

び専門職について理解し、説明することができるようになる。 

３．更生保護制度における関係機関・団体との連携のあり方について理解し、説明することができるように

なる。 

４．保護観察所が担う新たな役割として、福祉機関・団体などとの密接な連携の下に実施される被害者支援

や医療観察制度について理解し、説明することができるようになる。 

５．更生保護の運用の実際と今後の展望について考察し、自分の言葉で表明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントとしては、講義前にはテキストの該当箇所を読み、講義後は知識の定着を図るため、再度、テ

キストやレジュメに目を通す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 20 更生保護制度［第４版］』中央法規出版、
2017。 

【参考書】 
  藤本哲也・生島浩・辰野文理編著『よくわかる更生保護』ミネルヴァ書房、2016。 
松本勝編『更生保護入門 [第 4版]』成文堂、2015。 

法務省法務総合研究所『犯罪白書 令和元年版』昭和情報プロセス株式会社、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１．授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２．期末試験        総合点の４０％ 

３．課題レポート      総合点の２０％ 

４．日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 聞きなれない法律用語等が数多くあると思いますが、なるべくわかりやすく図表を用いて説明したいと思

いますので、わからない用語については積極的に質問して下さい。 

13．オフィスアワー 授業において周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
更生保護制度の概要Ⅰ  

（刑事司法の中の更生保護） 

事前学習 シラバス、教科書 pp.1～14を読んで授業に臨む。 

事後学習 
オリエンテーションで学んだことを整理するため、

再度、教科書の該当箇所を読み直す。 

第２回 更生保護制度の概要Ⅱ 仮釈放等 

事前学習 教科書 pp.15～22を読んで授業に臨む。 

事後学習 

仮釈放等について学んだことを整理するため、教科

書及び参考書の該当箇所を読み直し、質問等があれ

ばまとめる。 

第３回 更生保護制度の概要Ⅲ 保護観察 

事前学習 教科書 pp.23～36を読んで授業に臨む。 

事後学習 
保護観察の内容について復習し、重要箇所をまとめ

る。 

第４回 
更生保護制度の概要Ⅳ 生活環境の調整、更生緊急
保護 

事前学習 教科書 pp.37～49を読んで授業に臨む。 

事後学習 
生活環境の調整、更生緊急保護に関して、要点をまと

める。 

第５回 
更生保護制度の概要Ⅴ 更生保護における犯罪
被害者等の施策 

事前学習 教科書 pp.50～52を読んで授業に臨む。 

事後学習 犯罪被害者等に関する 4つの施策を中心にまとめる。 



 

 

第６回 更生保護制度の概要Ⅵ 恩赦、犯罪予防活動 

事前学習 
教科書 pp.53～60 を読んで授業に臨む。精読してお
く。 

事後学習 
恩赦の種類とその内容、犯罪予防活動の意義及び内

容について、要点をまとめる。 

第７回 更生保護制度の担い手Ⅰ 保護観察官、保護司 

事前学習 教科書 pp.61～67を読んで授業に臨む。 

事後学習 
保護観察官と保護司の各役割を整理し、両者がどの

ように協働しているかをまとめる。 

第８回 
更生保護制度の担い手Ⅱ 更生保護施設、民間協
力者  

事前学習 教科書 pp.68～76を読んで授業に臨む。 

事後学習 

更生保護施設の内容、更生保護女性会・BBS・協力雇

用主を中心とする民間協力者の役割についてまとめ

る。 

第９回 
更生保護制度における関係機関・団体との連携Ⅰ  

裁判所、検察庁とのかかわり 

事前学習 教科書 pp.77～87を読んで授業に臨む。 

事後学習 
刑事司法制度の流れを念頭に置きながら、裁判所、検

察庁とのかかわりについて整理する。 

第１０回 
更生保護制度における関係機関・団体との連携Ⅱ  
矯正施設、児童相談所、公共職業安定所・自治体
等、民間団体とのかかわり 

事前学習 教科書 pp.88～101を読んで授業に臨む。 

事後学習 

施設内から社会内処遇へ移行する際に、どのような

関係機関や団体がかかわっているかを意識しなが

ら、要点をまとめる。 

第１１回 
医療観察制度の概要Ⅰ  
医療観察法に基づく処遇制度の創設、生活環境の
調査、生活環境の調整 

事前学習 教科書 pp.103～110を読んで授業に臨む。 

事後学習 
医療観察制度における処遇の流れをもとに、各段階

での内容を押さえる。 

第１２回 
医療観察制度の概要Ⅱ  

地域社会における処遇、関係機関との連携 

事前学習 教科書 pp.111～115を読んで授業に臨む。 

事後学習 

前回の流れを踏まえ、社会復帰調整官による精神保

健観察、関係機関との連携について整理し、まとめ

る。 

第１３回 まとめ 

事前学習 更生保護制度全体について、まとめておく。 

事後学習 総復習を行う。 

課題研究 

1 

 

課題研究テーマ：第２回～第６回の講義内容を踏まえて、「更生保護制度の内容（領域）」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式 ：Ａ４要旨１枚（１６００字以内） 

実施時期   ：第６回の授業後に実施する。 

提出期限   ：第７回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行う。 

事後学修   ：添削指導の内容を確認し、教科書等で補完する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回～第１０回の講義内容を踏まえて、「保護司の機能、更生保護施設の機能」についてレポー

トにまとめなさい。 

レポート形式 ：Ａ４要旨１枚（１６００字以内） 

実施時期   ：第１０回の授業後に実施する。 

提出期限   ：第１１回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行う。 

事後学修   ：添削指導の内容を確認し、教科書等で補完する。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公民科指導法Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3442 

SCMP3442 

SBMP3442 

SSMP3342 
２．授業担当教員 荻原 邦昭 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 公民科の目標は「現代の社会について主体的に考察させ、理解を深め、人間としての在り方生き方に

ついての自覚を育て、平和で民主的な国家・社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養
う」である。 

本科目では、学習指導要領で示される指導内容についての解説にとどまらず、授業実践事例について学

ぶことで、受講生の公民科指導能力の成長を理論と実践の両面から支援することを目指す。 

さらに、「公共的な空間を作る主体」「他者と協働する倫理的主体」「持続可能な社会づくりの主体」
として社会に参画する力を育む中核的な機能を果たすことが期待される今後の公民科のあり方（主権者

教育など）についても取り上げる。 

なお公民科指導法Ⅰでは、公民科科目のうち、「公共（現代社会）」に重点を置いて、その内容およ
び指導法について取り上げるものとする。 

８．学習目標 

1. 学習指導要領改訂の経緯、趣旨、要点及び公民科科目「公共（現代社会）」の基本的性格、目標、内
容について理解し、説明することができる。  

2. 公共的な空間における基本的原理（民主主義、法の支配、自由・権利と責任・義務等）に関わる事象

について理解し、説明することができる。 

3. 公民科科目「公共（現代社会）」の教育内容となる現代の諸課題について他者との議論を通して理解
を深め考察することができる。 

4. 「公共（現代社会）」に関する指導計画、単元指導案、学習指導案を作成することで授業づくりにつ
いて学び、公民科の実践課題について考えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

【指導案と模擬授業】 

 作成された指導案と模擬授業 

【レポートの課題】 

□「現代社会の諸課題を具体的に一つ取り上げ、生命、情報、環境のいずれかの視点で考察せよ」 

※１，０００字～１，２００字程度で述べる。 

【期末テスト】 

【振り返りシート作成】 

 毎授業のまとめを行い、定期的に提出し、添削を受ける。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説 公民編』教育出版。（以下、シラバス内ではテキストと呼称す

る。） 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説□公民編』東京書籍 
【参考書】 

1．日本社会科教育学会編『社会科教育事典』ぎょうせい、2012。 
2．日本公民教育学会編『公民科教育事典』第一学習社、2009。 
3．文部科学省『高等学校公民科用教科書 現代社会』東京書籍。 

4．文部科学省『高等学校学習指導要領』東山書房。 
【参考資料】 
高等学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 学習指導要領改訂の経緯、趣旨、要点及び公民科科目「公共（現代社会）」の基本的性格、目標、内容

について理解し、説明することができる。  

2. 公共的な空間における基本的原理（民主主義、法の支配、自由・権利と責任・義務等）に関わる事象
について理解し、説明することができる。 

3. 公民科科目「公共（現代社会）」の教育内容となる現代の諸課題について他者との議論を通して理解を
深め考察することができる。 

4. 「公共（現代社会）」に関する指導計画、単元指導案、学習指導案を作成することで授業づくりについ

て学び、公民科の実践課題について考えることができる。 

○評定の方法 

成績評価の規準 1～4 についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（模擬授業やディスカッションなど）の実態等から総合的に評価
する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、作成した指導案・模擬授業の指導内容・レポートから
評価する。（40％） 

12．受講生への 

メッセージ 

「現代社会」は科目設立以来、現代社会の基本的な問題に対する判断力の基礎を養い、それと関連さ

せながら人間としての在り方生き方を考えることを基本的なねらいとしているが、さらに主体的に学習

に取り組むための学び方を習得することも大きな特色として掲げられている。そこで本科目を通して、

「現代社会」の内容はもちろん、課題の探究方法や社会調査の仕方及び言語活動を踏まえた表現力の育

成を学ぶこととする。このため、受講者は次の事柄を遵守することを望む。 

1．緊張感と集中力をもって受講する。 

2．質問、発表を積極的に行い、主体的に取り組む。 

3．欠席、遅刻、早退をしない。 

4．勝手な退室、講義と無関係な振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などを慎む。 



 

 

 

  教員は次のことを実行する。 

1．講義のねらいを明確にし、シラバスに沿って講義する。 

2．声の大きさや話し方など受講者の立場に立って講義する。 

3．討議や発表、模擬授業など受講者が講義に参加できる環境に配慮する。 

4．受講者の質問には誠実に対応する。 

13．オフィスアワー 授業時間内に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

1)オリエンテーション（シラバス確認） 
2)公民科教育の意義を考える 
課題：「現代社会」に期待されていることは何だろ
う。 

事前学習 

テキスト pp.1～5 （改訂の経緯と教科目標） 
を読む。また、教育実習を経験した受講者は、
実習記録など見直し、授業実践がどのように展
開されていたか復習しておく。 

事後学習 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

次時以降のリーディング・アサインメント（以下

RA と表記：講義内で配布する事前事後学習用ワ

ークシート）に取り組む。 

第２回 
公民科指導の性質①（歴史的経緯について） 
課題：第二次世界大戦後の学習指導要領における公
民科の位置づけについて理解する。 

事前学習 

課題①：教育基本法より、公民科に関係する箇
所・条文を見つけよう。課題②：戦後に登場し
た高校社会科はどのような内容であったのかま
とめてみよう。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

次時以降の RA に取り組む。 

第３回 

公民科指導の性質②（現行学習指導要領について） 
課題：教育内容についての理解(a)学習指導要領・教
科の位置付け・現代社会の目標・内容について理解す
る。 

事前学習 
教科の目標、科目現代社会の目標、内容につい
てテキスト該当ページを読んで項目のまとめを
する。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

次時以降の RA に取り組む。 

第４回 

1)公民科指導の性質③（現行学習指導要領につい
て） 
課題：教育内容についての理解(b)指導計画の作成と
指導上の配慮事項について整理する。 
2) 模擬授業の構想①担当分野を選定する。 

事前学習 

各々、授業で取り上げる分野を考え、どのよう
な授業をしてみたいか、グループ検討会で意見
交換できるよう下調べしておくこと。その際、
説明資料が充実していれば、自身の提案する授
業案が採択されやすくなることもある。 

事後学習 
各グループで作業スケジュールを策定し、各々

の担当の業務について取り組みを始める。 

第５回 
現代社会の取り扱う「私たちの生きる社会」（学習
内容の実際と教材研究の方向性を探究する） 
課題：授業事例の検討をする。 

事前学習 
講義内で確認する「授業分析のポイント」を見
直しておく。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

次時以降の RA に取り組む。 

第６回 

現代社会の取り扱う「現代社会と人間としての在り
方生き方」（学習内容の実際と教材研究の方向性を
探究する） 
課題：授業事例の検討をする。 

事前学習 
講義内で確認する「授業分析のポイント」を見
直しておく。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

次時以降の RA に取り組む。 

第７回 
現代社会の取り扱う「共に生きる社会を目指して」
（学習内容の実際と教材研究の方向性を探究する） 
課題：授業事例の検討をする。 

事前学習 
講義内で確認する「授業分析のポイント」を見
直しておく。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

次時以降の RA に取り組む。 

第８回 

1)公民科指導の性質④（現行学習指導要領につい
て） 
課題：教育内容についての理解(c)公民科の「接続」
について（生活科から社会科へ、社会科から公民科
へ、カリキュラムの考え方） 
2)模擬授業の構想③授業教材の開発 

事前学習 
第 5 回の決定事項をもとに、グループ検討会で
意見交換できるよう準備する。 

事後学習 

各グループで作業スケジュールに従い、各々の
担当の業務について取り組みを進める。 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

次時以降の RA に取り組む。 

第９回 

1) 公民科指導の性質⑥（現行学習指導要領および
次期学習指導要領について） 
課題：公民科における持続可能な開発のための教育 
実践の在り方 
2)模擬授業の構想⑤指導案構想発表を受けての授業
改善（指導案を中心に） 

事前学習 
RA により持続可能な開発のための教育の考え
方について整理する。 

事後学習 

各グループで作業スケジュールに従い、各々の
担当の業務について取り組みを進める。 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

次時以降の RA に取り組む。 

第１０回 

1) 公民科指導の性質⑦（現行学習指導要領および
次期学習指導要領について） 
課題：公民科における主権者教育の在り方および
ICT 活用の実際 
2)模擬授業の構想⑥指導案構想発表を受けての授業
改善（使用教材を中心に） 

事前学習 
RA により 18 歳選挙権を中心に主権者教育の課
題について考える。 

事後学習 

各グループで作業スケジュールに従い、各々の
担当の業務について取り組みを進める。 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

次時以降の RA に取り組む。 

第１１回 
授業プレゼンテーション（学生発表①）・検討会 
「青年期と自己の形成」「個人の尊重と法の支配」 

事前学習 
発表グループの学生は授業準備をする。生徒役
として発表を聞くグループは講義内で確認する
「授業分析のポイント」を見直しておく。 

事後学習 発表グループの学生は意見メモ(生徒役に記録を



 

 

とらせるもの)を手がかりに改善点など振り返

る。生徒役として発表を聞くグループは意見交

換会で取り上げられた課題について振り返り、

または自グループの授業案への改善点として検

討してみる。 

第１２回 

授業プレゼンテーション 
（学生発表②）・検討会 
「現代の民主政治と政治参加の意義」「現代の経済
社会と経済活動の在り方」 

事前学習 
発表グループの学生は授業準備をする。生徒役
として発表を聞くグループは講義内で確認する
「授業分析のポイント」を見直しておく。 

事後学習 

発表グループの学生は意見メモ(生徒役に記録を

とらせるもの)を手がかりに改善点など振り返

る。生徒役として発表を聞くグループは意見交

換会で取り上げられた課題について振り返り、

または自グループの授業案への改善点として検

討してみる。 

第１３回 

授業プレゼンテーション 
（学生発表③）・検討会 
「国際社会の動向と日本の果たすべき役割」 
※授業評価（本講義についての学生評価） 

事前学習 
発表グループの学生は授業準備をする。生徒役
として発表を聞くグループは講義内で確認する
「授業分析のポイント」を見直しておく。 

事後学習 

発表グループの学生は意見メモ(生徒役に記録を

とらせるもの)を手がかりに改善点など振り返

る。生徒役として発表を聞くグループは意見交

換会で取り上げられた課題について振り返り、

または自グループの授業案への改善点として検

討してみる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第１回～第４回までの講義内容を踏まえて、「現代社会」の項目の中より興味・関心を持った箇所

を挙げ、授業案を立てる際、どのように構想するか考え、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙１枚（１．２００字程度） 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第６回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引く続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：次期学習指導要領の新科目「公共」について、その基本的性格について配布資料を踏まえてレポー

トにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙１枚（１．２００字程度） 

実施時期：第１０回の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを話し合う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公民科指導法Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3443 

SCMP3443 

SBMP3443 

SSMP3343 
２．授業担当教員 荻原 邦昭 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

公民科の目標は「現代の社会について主体的に考察させ、理解を深め、人間としての在り方生き方につ

いての自覚を育て、平和で民主的な国家・社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養う」で
ある。 

本科目では、学習指導要領で示される指導内容についての解説にとどまらず、授業実践事例について学

ぶことで、受講生の公民科指導能力の成長を理論と実践の両面から支援することを目指す。そのために公
民科の指導を通して公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度を養うことの意義や、参画に必要な
知識や技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等について理解し、これからの時代に

求められる資質・能力や公民科学習のあり方を探求する。 

なお公民科指導法Ⅱでは、公民科科目のうち、倫理および政治経済に重点を置いている。自立して思索
を行い、他者と共に生きる主体を育む「倫理」、グローバルな視点をより重視して国家及び社会の形成に

より積極的な役割を果たす主体を育む「政治・経済」といった各科目の特性についても取り上げるものと
する。 

８．学習目標 

1. 公民科科目「倫理」「政治経済」の意義、目標および内容について説明することができる。  

2. 「公民科」授業の実践に必要な知識、技能について見通しを持ち、教員を目指すに当たっての学習課題
を設定することができる。 

3. 公民科科目「倫理」「政治経済」の教育内容となる現代の諸課題について他者との議論を通して理解を

深め考察することができる。 

4. 「倫理」「政治経済」に関する指導計画、単元指導案、学習指導案を作成することで授業づくりについ
て学び、公民科の実践課題について考えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

【指導案と模擬授業】 

 作成された指導案と模擬授業 

【レポートの課題】 

「「倫理」「政治経済」のどちらかの内容に関連する興味ある現代の諸問題を広い視点から考察せよ」 

※１，０００字～１，２００字程度で述べる 

【期末テスト】 

【振り返りシート作成】 

毎授業のまとめを行い、定期的に提出し、添削を受ける。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説 公民編』教育出版（以下、シラバス内ではテキストと呼称する） 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説□公民編』東京書籍 

【参考書】 
1) 日本社会科教育学会編『社会科教育事典』ぎょうせい、2012。 
2) 日本公民教育学会編『公民科教育事典』第一学習社、2009。 

3) 文部科学省『高等学校公民科用教科書 倫理』東京書籍。 
4) 文部科学省『高等学校公民科用教科書 政治･経済』東京書籍。 
【参考資料】 

高等学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 公民科科目「倫理」「政治経済」の意義、目標および内容について説明することができる。  

2. 「公民科」授業の実践に必要な知識、技能について見通しを持ち、教員を目指すに当たっての学習課題
を設定することができる。 

3. 公民科科目「倫理」「政治経済」の教育内容となる現代の諸課題について他者との議論を通して理解を
深め考察することができる。 

4. 「倫理」「政治経済」に関する指導計画、単元指導案、学習指導案を作成することで授業づくりについて

学び、公民科の実践課題について考えることができる。 

○評定の方法 

成績評価の規準 1～3 についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（模擬授業やディスカッションなど）の実態等から総合的に評価す
る。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、作成した指導案・模擬授業の指導内容・レポートから評
価する。（40％） 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生の多くは将来、高等学校教諭を志すと推察するが、免許の取得には、実習がある。短期間の実習

だが、その間に実習先の生徒に有益な授業実践ができるように努めて欲しい。たとえ短期であっても教師

に変わりはない。免許を取得し、実際に教育機関へ勤務することになればそれ以上の責務を負うこととな

る。本講義を通して、「学習者」としてだけではなく、「指導者」としての意識を併せ持てるよう努力して

欲しい。また、倫理・政治経済は専門知識を要求される科目でもあり、指導法以外の講義で学んだ事項に

ついてはよく復習して欲しい。本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の通りである。 

1．授業に集中する。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 

2．欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告する。（事後に提出する。事前は口頭報

告する）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不合格となる。 

3．明らかに受講態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も受講態度の改善が見られない

と判断された場合、課題提出状況の如何に関わらず単位の修得は認めない。 



 

 

 

4．授業中はスマホの電源を切る。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて使用を許可する。 

また、教員は次のことを実行する。 

1．授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2．受講生全員に聞こえる大きさの声で話す。また、専門用語はわかりやすく説明する。 

3．一方通行の講義だけでなく、模擬授業、討論などを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発言・発

表等）できる双方向対話型の学習環境を作る。 

4．遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、スマホ（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切な

態度が見受けられた場合は、厳格に対処する。 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組む。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他者

の学習を阻害する行為をした場合は減点対象とする。受講生各自が自覚を持って講義に参加する。 

13．オフィスアワー 授業時間内にて通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

1)オリエンテーション（シラバスをもとにした本
科目の目的、学習の進め方、評価についての説
明） 

2)公民科教育の意義を考える 
課題：「倫理」「政治経済」に期待されているこ
とは何だろう。 

事前学習 

テキスト pp.1～5 （改訂の経緯と教科目標）を読
む。また、教育実習を経験した受講者は、実習記録
など見直し、授業実践がどのように展開されていた
か復習しておく。 

事後学習 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時

以降のリーディング・アサインメント（以下 RA と

表記：講義内で配布する事前事後学習用ワークシー

ト）に取り組む。 

第２回 
1)「倫理」・学習指導要領解説 科目の性格と目標  
内容とその取り扱い 

2)教科書分析①倫理 

事前学習 
科目倫理の目標、内容についてテキスト該当ページ
を読んで項目のまとめをする。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時

以降の RA に取り組む。 

第３回 
1)「政治経済（政治）」・学習指導要領解説 科目
の性格と目標 内容とその取り扱い 

2)教科書分析②政治経済（政治分野） 

事前学習 
科目政治経済（特に政治に関する分野）の目標、内
容についてテキスト該当ページを読んで項目のまと
めをする。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時

以降の RA に取り組む。 

第４回 
1)「政治経済（政治）」・学習指導要領解説  指導
計画の作成と指導上の配慮事項について 

2)指導案について②指導計画について 

事前学習 テキスト該当ページを読んで項目のまとめをする。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時

以降の RA に取り組む。 

第５回 

1)公民科における倫理指導の実際・授業事例の検
討 宗教教育教材の事例 

2)学生授業発表についての構想①テーマについて
の構想発表 

事前学習 

各々、授業で取り上げる分野を考え、どのような授
業をしてみたいか、意見発表できるよう下調べして
おくこと。講義内で発表するために必要な企画書を
作成する。 

事後学習 
寄せられた意見、指導事項をもとに、第 9 回に設定

される 2 回目の発表に向けた準備に取りかかる。 

第６回 
1)「政治経済（経済）」・学習指導要領解説 科目
の性格と目標 内容とその取り扱い 

2)教科書分析③政治経済（経済分野） 

事前学習 
科目政治経済（特に経済に関する分野）の目標、内
容についてテキスト該当ページを読んで項目のまと
めをする。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時

以降の RA に取り組む。 

第７回  
事前学習  

事後学習  

第７回 
1)公民科における政治指導の実際・授業事例の検
討 「ガバナンス」について学ぶ事例 

2) 公民科実践研究の動向①法教育について 

事前学習 RA により法教育の考え方について整理する。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時

以降の RA に取り組む。 

第８回 

1)公民科における経済指導の実際・授業事例の検
討  
2)公民科実践研究の動向②金融教育について ICT
活用型教材の事例紹介 

事前学習 RA により金融教育の考え方について整理する。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時

以降の RA に取り組む。 

第９回 
公民科実践研究の動向③人権教育について 公民
科教育は「いじめ問題」とどう向き合うべきか 

事前学習 RA により人権教育の考え方について整理する。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時

以降の RA に取り組む。 

第１０回 
学生授業発表についての構想③指導案発表 
※本時は発表後個別面談で助言指導するため、待
機中には授業教材の作成などに取り組む。 

事前学習 

現時点までの進捗状況報告を全体発表する。そのた
めの企画書（完成しているならば指導案）を準備す
る。個別指導待機の時間に取り組む模擬授業発表に
向けた作業を用意する。 

事後学習 
意見、指導助言をもとに次回以降に設定される授業

発表に向けて指導案・教材の見直しに取り組む。 

第１１回 
授業プレゼンテーション（学生発表①倫理）・検討
会 

事前学習 
発表学生は授業準備をする。生徒役として発表を聞
く学生は講義内で確認する「授業分析のポイント」
を見直しておく。 

事後学習 

発表学生は意見メモ(生徒役に記録をとらせるもの)

を手がかりに改善点など振り返る。生徒役として発

表を聞く学生は意見交換会で取り上げられた課題に



 

 

ついて振り返り、または自らの授業案への改善点と

して検討してみる。 

第１２回 
授業プレゼンテーション（学生発表②経済）・検討
会 

事前学習 
発表学生は授業準備をする。生徒役として発表を聞
く学生は講義内で確認する「授業分析のポイント」
を見直しておく。 

事後学習 

発表学生は意見メモ(生徒役に記録をとらせるもの)

を手がかりに改善点など振り返る。生徒役として発

表を聞く学生は意見交換会で取り上げられた課題に

ついて振り返り、または自らの授業案への改善点と

して検討してみる。 

第１３回 
授業プレゼンテーション（学生発表③政治）・検討
会 

事前学習 
発表学生は授業準備をする。生徒役として発表を聞
く学生は講義内で確認する「授業分析のポイント」
を見直しておく。 

事後学習 

発表学生は意見メモ(生徒役に記録をとらせるもの)

を手がかりに改善点など振り返る。生徒役として発

表を聞く学生は意見交換会で取り上げられた課題に

ついて振り返り、または自らの授業案への改善点と

して検討してみる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：科目「倫理」の「指導計画の作成と指導上の配慮事項」を読み、この要点をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙１枚（１．２００字程度） 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始後に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第６回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問等がある場合は毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

課題研究 

２ 

課題研究レポート：科目「政治経済」の「指導計画の作成と配慮事項」を読み、この要点をレポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：A4 用紙１枚（１．２００字程度） 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始後に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１１回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問等がある場合は毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
高齢者支援展開論 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3319 

SNMP3319 

SCMP3319 

SBMP3319 
２．授業担当教員 金 貞任 

４．授業形態 
講義、高齢者に対する面接調査、高齢者支援プラン作成、発表、 
ディスカッション 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

少子・高齢化の急速な進行に伴い、医療ニーズの高い高齢者と介護を必要とする高齢者の増加、単身世帯

と高齢者のみ世帯の増加が今後も予想されている。高齢者が介護や支援を必要とする状態になっても、住み
慣れた地域の中で生きがいと尊厳を保ちながら安心して暮らし続けるためには、医療、介護、予防、住まい、
生活支援サービスを切れ目なく提供できる地域に密着した包括ケアが必要である。それを実現するためには、

高齢者個々人のニーズに基づいたケアプランと支援が非常に重要である。 
加齢に伴う慢性疾病や ADL・IADL の低下、認知症等、リスクの高低にかかわらず高齢者が住み慣れたコミ

ュニティで生活するために、高齢者の身体的・精神的状態の改善や維持、家族介護者の負担の軽減が必要で

ある。  
本講義では、高齢者が住み慣れた地域で住み続けることを支援するために、コミュニティ独自のサービス

と介護サービスを組み合わせたきめ細かいケアプラン作成など多方面の角度から高齢者支援プランを作成す

る。 

８．学習目標 

1.高齢者支援計画の背景と目的、意義を理解する。 

2.在宅サービスの種類と要介護度に応じた支援プランを作成するために、必要な情報とは何かを把握する。 
3.市町村独自の高齢者支援政策について調査し、長所と短所を理解する。 
4.介護と医療の連携が必要な理由について調査する。  

5.支援が必要な高齢者が地域で生活するために、どのような支援プランが必要であるか調べる。 
6.介護支援専門員と同じレベルの高齢者支援プランの作成を目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.加齢に伴う要介護高齢者の身体的・精神的状況と経済的状況などのニーズを把握するために、在宅で居住

している高齢者に対する現地調査を行います。 

2.１に基づき、要介護高齢者が住み馴れた地域や在宅で生活が可能な高齢者支援計画を作成します。 

（家族介護者がいる場合は、家族介護者の介護負担の軽減を目指します） 

3.要介護高齢者の身体的・精神的状態のニーズに基づき、高齢者支援計画書を作成し、ディスカッションと

コメントを参考にその事例に最も適切な支援プランを作成します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

NPO法人千葉県介護支援専門員協議会『三訂 介護支援専門員のためのケアプラン作成事例集』中央法規。 

東京福祉大学『新・社会福祉要説』中央法規。 

＊適宜授業中にプリントなどを配布する 

【参考書】 

ケアプラン点検支援マニュアル活用の手引編集委員会『介護保険ケアプラン点検支援マニュアル活用の手引』 

白澤政和編・著『介護支援専門員のためのケアプラン作成講座』シルバー新報／環境新聞社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．要介護高齢者のニーズの発見が可能であるか。 

２．要介護高齢者のニーズに基づき個人支援プランの作成が可能であるか。 

３．介護サービスの種類を理解し、個人支援プランの作成の時に応用可能であるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加度（ディスカッション、質問など） 総合点の 30％ 

２．グループレポート（アサイメント（宿題）含む）         40％ 

３．個人レポート発表と提出                    30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

＜受講生に期待される学習態度＞ 

1. 高齢者のニーズに基づいた適切な支援とは何かについて、常に考え実践することを望みます。 

2. 宿題と発表は、義務であるため、守る必要があります。 

3. 授業には自分なりの問題意識や課題を持って、積極的な態度で参加することを望みます。 

4. 理解できないことや疑問点がある場合は、必ず質問してください。質問することは、学んでいる者にと

って決して恥ずかしいことではありません。 

5. 授業中に他人の発表や質問の時は、静かに傾聴してください。 

6. 授業は、正当な理由がない限り欠席・遅刻・早退をしないでください。 

7. 発表とレポート等の提出期限を厳守してください。発表とレポート提出期限を守らない場合は、正当な

理由がない限り減点になります。 

8. 授業中の私語、居眠り、携帯電話の作動、飲食等、学習活動を妨げる行為は厳禁とします。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 講義概要についてシラバスを中心に説明 

事前学習 
高齢者支援展開論の学習ノートを準備し、講

義に臨む。 

事後学習 
要介護高齢者に必要なサポートについて図

書館で調べる 



 

 

第２回 介護保険制度の現状と問題点（DVD、１章） 

事前学習 

介護サービスの種類、介護支援専門員の義務

とケアマネジメントを調べ、ノートにまとめ

る。(pp.2-8) 

事後学習 

介護サービスの現状と問題点、ケアマネジメ

ントの現状と改善策を考える。 

ICFとは何かについて調べる。 

第３回 

ICFとは何か 

http://www.oushin-

sendai.jp/download/pdf/c03/research/24-1.pdf 

高齢者に対するケアプランの記載内容の検討：ADL, 

IADL, 認知症のチェック項目を理解、ケアプランの標

本様式と記載内容の把握（１章） 

事前学習 

ICF の考え方と高齢者を支援するためにチェ

ックすべき項目とは何かについて調べてノ

ートにまとめる。(pp.9-12) 

事後学習 
居宅サービス計画書と施設サービス計画書

が違う理由について考える。 

第４回 

配偶者を亡くした独居高齢者への支援の検討、ディスカ

ッション・発表（グループ作業） 

（2章 1_5） 

事前学習 

配偶者を亡くした独居高齢者に対する支援

時に必要な支援策をノートにまとめる

(pp.77-90) 

事後学習 

居宅支援計画書の短所と長所を把握し、サー

ビス計画表の短所の改善策を作成する。（グ

ループ作業） 

第５回 

配偶者を亡くした独居高齢者の支援計画書の発表（グ

ループ） 

子ども家族と同居の要介護高齢者のニーズと対応 

事前学習 
子ども家族と同居する ALS女性の事例をノー

トにまとめる。(pp.22-34) 

事後学習 
ALS 症状を理解し、サービス計画表の短所の

改善策を作成する。（グループ作業） 

第６回 介護支援専門員による授業 

事前学習 

介護支援専門員の義務、ケアメネジメントの

定義、介護支援専門員の問題点とは何かにつ

いてノートに整理する。(pp.2-8) 

事後学習 

介護支援専門員は、どのような観点から計画

書を書く必要があるかを吟味する 

サービス計画書の課題を完成する（グループ

作業） 

第 7回 

退院直後の ADL低下の女性のサービス計画書の発表（グ

ループ） 

医療との連携により生活機能の早期改善を目指した事

例の検討、ディスカッション（DVD,2章 1_3） 

事前学習 
多職種の連携により早期改善を目指した事

例を調べノートにまとめる。(pp.35-46) 

事後学習 どのような連携が望ましいかなどを考える 

第 8回 
支援が必要な高齢者に対するインタビュー調査のため

の質問項目の作成と完成：グループ作業 

事前学習 
インタビュー調査の質問項目の内容をノー

トにまとめる。(P.12) 

事後学習 インタビュー調査の項目の完成 

第 9回 
支援が必要な高齢者へのインタビュー調査; 

現地調査（個人作業） 

事前学習 インタビュー調査の練習（グループ作業） 

事後学習 

インタビュー調査の結果をまとめる（個人作

業） 

発表レジュメをコピーする 

第１０回 
高齢者のニーズの発見とアセスメント、支援計画書の作

成と発表：個人発表 

事前学習 
インタビュー調査の発表の練習をする（個人

作業）配布コピーを用意する。 

事後学習 
発表内容の長所・短所を把握し、短所を改善

する 

第１１回 
高齢者のニーズの発見とアセスメント、支援計画書の作

成と発表：個人発表 

事前学習 
インタビュー調査の発表の練習をする（個人

作業）配布コピーを用意する。 

事後学習 
発表内容の長所・短所を把握し、短所を改善

する 

第１２回 
ターミナル事例の検討、ディスカッション（DVD）、支援

計画書作成 

事前学習 

ターミナルケアとは何か、どのような支援が

必要であるかを調べ、ノートにまとめる。

(pp.138-152) 

事後学習 

ターミナル状態の高齢者の支援計画書を完

成する。 

選択した事例の発表準備をする。 

第１３回 
虐待事例の支援計画書の発表、ディスカッション、まと

め、レポート提出 

事前学習 
支援が必要な事例を対象とした支援計画書

を完成する。発表練習をする。（個人発表） 

事後学習 

高齢者を支援するためには、どのような方法

で支援計画書を書く必要があるかを吟味す

る 

  

http://www.oushin-sendai.jp/download/pdf/c03/research/24-1.pdf
http://www.oushin-sendai.jp/download/pdf/c03/research/24-1.pdf


 

 

課題研究

１ 

課題研究： 老人保健施設退所の男性事例の現状と問題点、解決方法を記述する：1200字以内（2章 1_3） 

事前学習：老人保健施設退所の男性事例を調べノートにまとめる。(pp.47-63) 

実施時期：夏休み 

提出期限：夏休みが終わった後の最初の授業 

事後学習：老人保健施設退所の男性事例のサービス計画書の完成（グループ作業） 

課題研究

２ 

 

課題研究：虐待事例の現状と問題点、支援方法について、計画書の作成（支援計画書配布） 

事前学習：新聞やメディを利用し、虐待事例を調べノートにまとめる 

実施時期：夏休み 

提出期限：夏休みが終わった後の最初の授業 

事後学習：虐待事例の支援計画書を完成する。発表レジュメをコピーする。個人発表） 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
国語（書写を含む）（小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDEL2301 

EDEL1301 
２．授業担当教員 西田 太郎 

４．授業形態 講義 演習 討議 発表  ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「国語科指導法」の基盤をなす科目である。 

７．講義概要 

 国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高めることは、私たちが豊かな言語活動

を展開するために必要不可欠である。加えて子どもたちに国語への関心を高め、国語を尊重する態度を育て

るためには、指導者が母語（日本語）に愛着心を抱き、日本語についての確かな知識を身に付けることが大

切である。指導者が言語感覚・能力を培い、思考力・判断力・表現力を育成することが、感性や情緒をはぐ

くみ、人間形成や社会参加につながることを理解した上で、子どもたちの発達段階に応じた国語教育のあり

方について学習する。 

８．学習目標 

国語に対する関心を深め、思考力や想像力、言語感覚を磨き、国語を尊重する態度を育てるためには、指

導者自らが、日本語についての正しい知識を身に付ける必要がある。そのために、次のことを学習目的とす

る。 

１ 日本語の現状と、日本語を取り巻く課題、問題点等を理解することができる。 

２ 小学校の「国語科」を指導する教師として必要な「日本語」についての基礎的知識を身に付けることが

できる。 

３ 「国語科」の教材としての「日本語」を考えることができるようになる。 

４ 我が国の言語文化を継承・発展させ、よりよい言語生活の実現に向けて、これからの国語力や国語教育

について考えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポート課題 

 「周囲で見聞きする日本語の表現・理解に関する疑問点や問題点を挙げ、その原因と解決方法を自分はど

のように考えるか」について、授業での学習内容を踏まえ、1200字程度でまとめる。このレポートの内容を

踏まえた期末試験を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】指定しない。※必要に応じて、プリント資料を配付する。 

【参考書】岡本夏木『ことばと発達』岩波新書、1985 

金田一春彦『日本語 新版（下）』岩波新書、1988 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 日本語（国語）の現状と、日本語を取り巻く課題、問題点等を理解することができたか。 

２ 小学校の「国語科」を指導する教師として必要な「日本語」についての基礎的知識を身につけることが

できたか。 

３ 我が国の言語文化を継承・発展させ、よりよい言語生活の実現に向けてこれからの国語力や国語教育に

ついて考えることができたか。 

○評定の方法 

  授業への積極的参加態度    ４０％ 

  宿題、レポート、小テスト等  ４０％ 

  期末試験           ２０％ 

 上記のほか、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

国語科教師として子どもたちを指導するからには、日本語を話し(聞き)、読み、書くことにおいて、子ど

もたちの見本にならなければなりません。この科目では、国語科教師として必要な日本語についての知識を

深めるとともに、子どもたちに何を指導すればよいのかを考えます。 

講義内では、学生による発表とそれに基づく討議の機会を多く取り入れ、個々の理解を深めていきます。そ

のため、毎回の事前学習が積極的な授業参加の前提になります。主体的に学び、国語科教師にふさわしい日

本語の力を身に付けていきましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの確認、授業展開及び学習への取り組み方の説

明、レポート課題と期末試験の確認 

事前学習 
シラバスを読み、学習目標と授業の内容・流

れを理解しておく。 

事後学習 授業の進め方や参加の仕方を確認しておく。 

第２回 

国語科では何を指導するのかについて問い直す。 

（指導事項、言語活動例、単元を貫く言語活動などにつ

いて理解する） 

事前学習 
配付資料を読み、事前学習プリントを仕上げ

る。 

事後学習 
国語科の指導内容について、自分の言葉で説

明できるように整理する。 

第３回 
「話すこと・聞くこと」の指導について考える。 

（高学年の指導を事例にして） 

事前学習 
配付資料を読み、事前学習プリントを仕上げ

る。 

事後学習 

「話すこと・聞くこと」の指導事項から、ど

のような言語活動が考えられるか自分なり

に整理する。 

第４回 
「話すこと・聞くこと」の言語活動を体験する。 

（自分の好きな絵本を推薦する活動） 

事前学習 発表用の事前課題を仕上げておく。 

事後学習 
実際に体験して感じた難しさに対し、どのよ

うな支援が考えられるか整理する。 

  



 

 

第５回 
「書くこと」の指導について考える。 

（中学年の指導を事例にして） 

事前学習 
配付資料を読み、事前学習プリントを仕上げ

る。 

事後学習 
「書くこと」の指導事項から、どのような言

語活動が考えられるか自分なりに整理する。 

第６回 
「書くこと」の言語活動を体験する。 

（調べたことの報告文を書く活動） 

事前学習 発表用の事前課題を仕上げておく。 

事後学習 
実際に体験して感じた難しさに対し、どのよ

うな支援が考えられるか整理する。 

第７回 
「読むこと」の指導について考える。 

（高学年の指導を事例にして） 

事前学習 
配付資料を読み、事前学習プリントを仕上げ

る。 

事後学習 
「読むこと」の指導事項から、どのような言

語活動が考えられるか自分なりに整理する。 

第８回 
「読むこと」の言語活動を体験する。 

（文章を読み比べて自分の考えを明確にする活動） 

事前学習 発表用の事前課題を仕上げておく。 

事後学習 
実際に体験して感じた難しさに対し、どのよ

うな支援が考えられるか整理する。 

第９回 

「読むこと」を指導するための教材について考える。 

（低学年の「文学的文章の解釈に関する指導事項」に基

づいて） 

事前学習 
教材としてふさわしい絵本等の文章を探し

て準備する。 

事後学習 
教科書の文章は指導事項を指導するための

一つの事例であることを確認する。 

第１０回 

・ことばの発達について理解する。 

・現代の日本語の表現や理解について考える。 

（身の回りの言葉遣いを振り返る） 

事前学習 
ことばの発達についての配付資料を読み、事

前学習プリントを仕上げる。 

事後学習 言語の特徴について整理する。 

第１１回 課題レポートを発表し、それに基づき討議する。 

事前学習 発表用の課題レポートを仕上げておく。 

事後学習 
レポートの検討された箇所を確認し、さらに

考察を深め、修正する。 

第１２回 
「我が国の言語文化に関する事項」・「言葉の特徴や使い

方に関する事項」について考える。 

事前学習 発表用の事前課題を仕上げておく。 

事後学習 語彙、敬語等の正しい知識を整理しておく。 

第１３回 
①「書写」について考える。 

②本授業で身に付けたことについて振り返る（総括）。 

事前学習 
本授業での自身の学びについて、考えをまと

めておく。 

事後学習 
国語科教師として身に付けておくべき知識

や技能を整理しておく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回の講義内容から、「国語科では何を指導するのか」ついてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：所定用紙（A４打ち出し原稿可 1000字程度） 

実施時期：第２回の授業後 

提出時期：第３回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換については第６回授業終了後に教室で行う。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第１０回の講義内容から、「周囲で見聞きする日本語の表現・理解に関する疑問点や問題点を挙げ、

その原因と解決方法を自分はどのように考えるか」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：所定用紙（A４打ち出し原稿可 1000字程度） 

実施時期：第１０回の授業後 

提出時期：第１２回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換については第１１回授業での発表後に教室で行う。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
国語（書写を含む）（幼） （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1281 

SJMP1381 

SJMP2281 ２．授業担当教員 小本 そのみ 

４．授業形態 講義 演習 討議 発表  ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 国語（日本語）能力の養成・強化を主とする。発音・アクセント・方言等の日本語の特質や語法・表現技法

に至るまで、日本語の基礎的知識を習得するとともに、語彙力や文章表現力の養成に努める。また幼児の発

達段階を踏まえ、実際の絵本等児童文化教材の分析から、国語（日本語）の使用方法を実感的に理解する。

どのような指導を行えば言語能力を向上させていくことができるのか、具体的な教材を用いることで言語能

力を高める。 

８．学習目標 

１，国語科教育の歴史や意義を踏まえ、国語（日本語）能力を高める。 

２，言葉の機能や教科としての国語の特質を理解し、説明できるようになる。 

３，話すこと、聞くこと、書くこと、読むことの能力を養い、伝え合う力を高めるとともに、指導者として

ふさわしい言語能力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 日本語や国語科教育に関する基礎的な知識と指導者としてふさわしい言語能力を身につけるための一環と

して、以下の課題の提出を求める。 
 

課題１．方言に関するレポート （第7回提出予定） 

課題２．毛筆の練習用紙（第9回提出予定） 

課題３．硬筆の練習用紙（第10回提出予定） 

課題４．語彙に関する発表用レジュメ（第11回提出予定） 

10．教科書・参考

書・ 

教材 

【教科書】配布するプリント等を教材とする 

【参考書】文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版社、2015。 

※ 参考文献等は、授業内に適宜提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 国語（日本語）能力を高め、言葉の機能や教科としての国語の特質を理解したか。 

２ 話すこと、聞くこと、書くこと、読むことの能力を養い、伝え合う力を高めるとともに、指導者として

ふさわしい言語能力を身につけることができたか。 

○評定の方法 

  授業態度  ５０％ 

  提出物等  ３０％ 

  期末試験  ２０％ 

上記のほか、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

言語は論理や思考などの知的活動やコミュニケーション、感性・情緒の基盤になると言われています。こ

うした言語の力、感性・情緒を育むことができる指導者になるために、本科目では、日本語という言語、そ

して日本語という言語の使い手としての自分と向き合います。子どもたちの言語能力を向上させるためには、

自分の言語能力を高めることが重要であるという自覚をもって、事前事後学習も含めて、授業内の言語活動

に積極的に取り組んでください。本科目の言語活動が、日本語についての自分なりの考えを深め、指導者に

ふさわしい言語能力を身につけることにつながると考えます。 

＊座席は指定とします。 

13．オフィスアワー 授業の前後。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバスの確認、授

業展開の見通し） 

事前学習 シラバスに目を通し、授業の概略を把握すること。 

事後学習 
「日本語」と「国語」の違い、「共通語」と「標準語」の違い

をまとめること。 

第２回 国語科教育の歴史と意義について学ぶ。 

事前学習 国語科でどのようなことを学習してきたか振り返ること。 

事後学習 
伝統的な言語文化に関する事項を学ぶ意義についてまとめ

ること。 

第３回 
「音声」「音韻」「音節」等、日本語の発音

や音の仕組みについて学ぶ。 

事前学習 
単音と音素、音節とモーラ、特殊音素など重要語句の意味を

調べること。 

事後学習 音声と音韻について理解したことをまとめること。 

第４回 
日本語のアクセントの機能、型、表記法に

ついて学ぶ。 

事前学習 アクセントの滝と核について調べること。 

事後学習 日本語のアクセントの特徴をまとめること。   

第５回 
文字の種類や漢字に関する基礎的な知識

と語彙の拡充を図る。  

事前学習 漢字の成り立ちについて調べること。 

事後学習 
漢字の 4つの造字法について、具体的な漢字を例に挙げなが

ら分類してまとめること。         

第６回 
万葉仮名、平仮名、片仮名についての知識

の拡充を図る。 

事前学習 平仮名の成り立ちについて調べること。 

事後学習 
仮名について得た知識をまとめること。 

方言に関するレポートを書くこと。       *課題１ 

第７回 
ローマ字の綴り方や現代の表記法の原則

に関する基礎的理解を図る。 

事前学習 ローマ字の歴史について調べること。 

事後学習 訓令式、日本式、ヘボン式の特徴についてまとめること。 



 

 

第８回 
書き順や運筆に注意して、毛筆で仮名や漢

字を書く。 

事前学習 筆ペンを準備して、試し書きをすること。 

事後学習 配布された練習用紙に練習すること。      ＊課題２ 

第９回 
正しい鉛筆の持ち方・姿勢をはじめとした

硬筆入門期の指導について学ぶ。 

事前学習 正しい鉛筆の持ち方を確認すること。 

事後学習 配布された練習用紙に練習すること。      ＊課題３ 

第１０回 

語や語彙の意味、語構成と造語法、語彙の

意味関係について調べたことをグループ

で発表する。 

事前学習 
語彙についての担当部分を簡潔にまとめ、発表用レジュメを

作成すること。                ＊課題４ 

事後学習 語構成と造語法についてまとめること。  

第１１回 
学校文法を中心とした文法について学び、

日本語の文法の基礎的理解を図る。 

事前学習 中学校で習った品詞について確認しておくこと。 

事後学習 品詞分類表に書き込みをし、表を完成させること。 

第１２回 待遇表現、敬語表現について学ぶ 
事前学習 待遇表現の分類について調べること。 

事後学習 敬語の種類をまとめること。 

第１３回 

実際場面で使えるように敬語表現の練習

をする。 

本科目での学びを振り返り、自分にとって

日本語とはどのようなものなのか考察す

る。 

授業評価 

事前学習 敬語の表現形式について調べること。 

事後学習 
日本語という言語と向き合ったことによる自分の変化について考

え、まとめること。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：「外国から来た子どもたちは園や学校でどのような課題に直面するか」 

第 2回の授業内容を踏まえた上で、配布資料を熟読し、あなたの考えをまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,200字程度） 

実施時期：第2回の授業後に実施する。 

提出期限：第3回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 5回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回授業で随時受け付け、適宜指導する。 

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

課題研究

2 

課題研究テーマ：「なぜ学校で日本語の文法を学ぶのか」 

第 2回・第11回の授業内容を踏まえて、あなたの考えをまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,200字程度） 

実施時期：第11回の授業後に実施する。 

提出期限：第12回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際関係論（国際法を含む） （2単位） 

３．科目番号 GELA3318 

２．授業担当教員 小野 智一 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目履修にあたっては事前に以下に挙げる科目の事前・事後履修を推奨します。履修可能な範囲で意欲
的に取り組んで下さい。 
事前・事後履修を推奨する科目：「政治学」「経済学」「国際社会と日本」「世界史」「日本史」 

７．講義概要 
本科目は、国際政治や国際経済に関する諸問題について理解を深めることを目的とする。また、人権、

国家主権や領土の問題など、国際法の考え方についても取り上げる。 

８．学習目標 

1) 国際関係論における基本的な考え方、重要な概念について理解し説明できる。 

2) 国際社会における政治・経済動向について関心をもち、諸問題について多面的に検討し思考すること

ができるようになる。 

3) 国際社会における行動主体とその関係について理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

リーディングアサイメントを課します。論述で解答する場合と確認テストにて解答を求める場合がありま
す。基本的に、2回以降はテキスト持参が必須になります。前回講義時に指定された範囲のテキストの読み
込みとともに、各講義回に設定された課題について自分なりの解答をもって講義に臨んでください。 
講義では上記をリーディングアサインメント（RA）と称して事前・事後学習課題を作成し、配付します。

授業内で解説することになりますが、事前に教科書を読んで課題を解答してください。なお、解説後は事
後学習ののちに教員に提出することとします。提出方法については授業内で案内します。配付を受けるま
では上記課題を意識してテキストの各章を読んでみましょう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
 北岡伸一『国連の政治力学―日本はどこにいるのか』中央公論新社、2007年。 
（以下、シラバス内ではこの文献をテキストと呼称する。） 

【参考書】 
1) 中西寛ほか『国際政治学』有斐閣、2013年。 
 本講義ではサブテキストとして紹介する。 
2) 田中明彦・中西寛編『新・国際政治経済の基礎知識』有斐閣ブックス、2004年。  
 国際政治、国際経済の分野の専門用語、トピック 163 項目を解説しています。「集団安全保障」「開発主
義」といった本科目でも取り扱う概念について更に理解を深めたいときに有益です。 

3）羽場久美子・増田正人編『21世紀国際社会への招待』有斐閣ブックス、2003年。 
 最新事情については参照できないが、1990 年代からの国際社会の変化について 22 のトピックで分かり
やすく解説している。 

4) 東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 
5) 原康著『岩波ジュニア新書 国際関係がわかる本』岩波書店、1999年。  

高橋和志ほか『岩波ジュニア新書 国際協力ってなんだろう』岩波書店、2010年。  
教科書の内容に難しさを覚えた学生は参照することをお勧めします。後者は教科書の第 6章～10章で取
り扱いのある、アジアの状況について中心的に取り上げております。 

ほか、高等学校歴史地理において使用した世界史資料集などが本科目の学習の手助けになる。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 国際関係論における基本的な考え方、重要な概念について理解し説明できる。 

2) 国際社会における政治・経済動向について関心をもち、諸問題について多面的に検討し思考すること

ができるようになる。 

3) 国際社会における行動主体とその関係について理解できるようになる。 

○評定の方法 

成績評価の規準１)～３)についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（ディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、試験・レポートから評価する。（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

国際関係論が取り扱う領域は広範にわたります。原則、テキストのトピックについて学習を進めていく
ことになります。そのため、シラバスの授業内容に無いトピックで、学生側からの希望があれば、内容を
確認し、受講者とともに審議したうえで授業内容として取り上げるようにしていきます。 
本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の条件を設定しています。 

①授業に集中してください。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 
②欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告してください。（事後に提出してください。
事前は口頭報告するようにしてください）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不
合格となります。 

③明らかに受講態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も受講態度の改善が見られ
ないと判断された場合、課題提出状況の如何に関わらず単位の修得は認めません。 

④教員による解説中は携帯電話の電源を切ってください。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて
使用の許可を出すこととします。 

また、教員は次のことを実行します。 
①授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行います。 
②受講生全員に聞こえる大きさの声で話をします。また、専門用語はわかりやすく説明します。 
③一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言・発表等）できる双方向対話型の学習環境を作ります。 

④遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切
な態度が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組みます。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他
者の学習を阻害する行為をした場合は減点対象とします。受講生各自が社会人として自立成長しようとい
う自覚を持って講義に参加することを期待します。 

13．オフィスアワー 講義前後の時間もしくは e-mailにて対応します。toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
（シラバスを必ず持参すること。コピーな
ども可。） 
国際関係論についての基礎知識 

事前学習 
テキストの目次を参考に国際関係論（国際政治学および国
際法について）が議論する観点を見ておくこと。 

事後学習 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。 
課題：リアリズムとリベラリズムとは何か。 

次時以降のリーディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第２回 
世界の中の国連、国連の中の日本①…第 1章 
アメリカ・システムとは？ 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連の現状について調べてみよう。 

第３回 
世界の中の国連、国連の中の日本②…第 1章 
国連分担金から考える各国の動き 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題北岡伸一『国連
の政治力学―日本はどこにいるのか』について質問事項と
してまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連の果たす役割について調べてみよう。 

第４回 国連総会のダイナミクス…第 2章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。  

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連における日本の役割について調べてみよう。 

第５回 

国際政治の歴史的視角① 
近代ヨーロッパ主権国家体制と国際政治理
解（１） 
ドイツ三十年戦争およびウェストファリア
体制の現代的評価 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：ドイツ三十年戦争の経過を教科書以外の参考文献も

活用して調べてみよう。 

第６回 

国際政治の歴史的視角２ 
近代ヨーロッパ主権国家体制と国際政治理
解（２） 
フランス・ドイツに見る「国民国家」形成の
過程 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：フランス・ドイツ国家の国民意識が形成される過程

には何があったのだろう。 

第７回 戦後日本外交と国連…第 3章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：「国連中心主義」について調べてみよう。 

第８回 外交という仕事…第 4章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題： 発展途上国への支援はどうあるべきか考えてみよ

う。 

第９回 国連代表部から見える世界…第 5章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：シェリング『行動の自由の逆説』とは何か調べてみ

よう。 

第１０回 安全保障理事会から見える世界…第 6章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：なぜ軍拡競争が起こるのか。囚人のジレンマの論理

を手がかりに考えてみよう。 

第１１回 PKOの実態…第 7章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：日本の PKO活動について調べてみよう。 

 

 

 



 

 

第１２回 安全保障理事会改革の意味…第 8章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国家と国際連合の関係について考えてみよう。 

第１３回 
国連の政治力学―なぜ改革は停滞するのか
…第 10章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連で影響力を発揮するには  

課題研究

１ 

テーマ：国民国家の成立について  
レポート形式：A4用紙 1枚程度 
テーマの趣旨：講義で紹介したフランス、ドイツにおける国民国家の成立過程について、いずれか 1国を事例としてま
とめること。講義内で資料を別途配布する予定。 
実施時期と提出期限：第 6回授業から第 11回授業時までに提出すること。 
事後学習：レポートへの助言・質疑を通して学習を振り返り学習内容の定着を図る。 

課題研究

２ 

テーマ：歴史認識問題について 
レポート形式：A4用紙 1枚程度 
テーマの趣旨：テキスト第 9章で述べられる筆者の意見を読み、どのような意見を持ったかまとめること。テキストで
述べられる筆者の意見はあくまで意見であり、考え方として筆者と対立する意見を持つこともありうる。筆者に賛同す
る意見でも、筆者に反対する意見でも減点は行わない。自分の意見をまとめること。 
実施時期と提出期限：第 12回授業から第 14回授業時までに提出すること。 
事後学習：レポートへの助言・質疑を通して学習を振り返り学習内容の定着を図る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会理解研究Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EIIE4101 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 講義、議論、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
国際教育コース4年次必修科目 

７．講義概要 

本授業では、2 年次に履修した「国際社会理解入門」で紹介された「国境を越えた社会現象」の中で生きる

人達の事例を、教育の立場から、教育は誰に対し何を目的に行われるのかをテーマに、理解を深めていきま

す。グローバル化が進み、社会や人間関係が複雑化する今、「他者を理解する」姿勢はこれまでになく重要と

なってきています。このように「他者を理解する」立場から、どのような問題が浮上し、どのような解決策

があるのかを、読み解く作業を行います。このため、この講義では、国際社会問題についてよりよく理解す

るため、社会調査法を用いて探求する知識とスキルを身に着けることをも目的としています。 

８．学習目標 

1.「国境を越えた社会現象」とは何か説明ができる。 

2．国際社会問題と教育の在り方について、意見を述べることができる。 

3．社会調査について簡単に説明ができる。 

4．教育の分野で用いられる調査法について慣れ親しむ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．配布される研究論文の要約、考察、批評をレポートとして提出 

２．研究計画書（研究テーマ、研究目的、調査対象及び調査方法、参考資料を含む）作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

1. 岸政彦・石岡丈昇・丸山里美 著『質的社会調査の方法：他者の合理性の理解社会学』有斐閣、2017。 

２．住原則也（他）著『異文化の学びかた・描き方』世界思想社、2011。 

【参考書】 

随時、授業で言及する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

以下の点が達成されたかを基準とし、評価される。 

１．「国境を越えた社会現象」とは何か説明ができるようになったか。 

２．国際社会問題と教育の在り方について、意見を述べることができるようになったか。 

３．社会調査について簡単に説明ができるようになったか。 

４．教育の分野で用いられる調査法について理解が深められたか。 

○評定方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加意欲・態度 総合点の 20％ 

２ 提出課題（レポート等） 総合点の 50％ 

３ 発表（口頭発表・期末発表） 総合点の 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

んの中にしまうこと。 

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

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

遅延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

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

カッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

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

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

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

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

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

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

いて十分に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 教育を通しての国際理解と研究 
事前学習 

教科書を購入し、シラバスに目を通し、扱うテー

マ内容について把握しておく。 

事後学習 授業の進め方や課題について振り返っておく。 

第２回 

研究テーマ設定について 

 研究目的 

 研究の社会的意義 

事前学習 

『質的社会調査の方法：他者の合理性の理解社

会学』pp. 1~9 を読み、研究テーマ設定について

大まかな内容を把握しておく。 

事後学習 
今日の授業のテーマが次回の授業の内容にどう

関連しているか考える。 

第３回 論文の考察と批評 １ 事前学習 
研究の目的が配布された論文の中でどのように

記述されているか確認し、意見交換に備える。 



 

 

事後学習 
今日の授業のテーマが次回の授業の内容にどう

関連しているか考える。 

第４回 
文献調査 

 先行研究の意義 

事前学習 
『異文化の学びかた・描き方』pp.49~64 を読み、

文献調査について内容を把握しておく。 

事後学習 
今日の授業のテーマが次回の授業の内容にどう

関連しているか考える。 

第５回 
論文の考察と批評 ２ 

 

事前学習 

配布された論文を読み、先行研究が研究の目的

や社会的意義にどう関連しているか考え、意見

交換に備える。 

事後学習 
今日の議論の内容を振り返り、次回の授業の内

容にどう結びつくのか考える。 

第６回 

研究方法 

 量的調査 

 質的調査 

事前学習 

『質的社会調査の方法：他者の合理性の理解社

会学』pp. 10~14 を読み、量的・質的調査につい

て内容を把握し、議論に備える。 

事後学習 
国際教育理解についての研究で量的・質的調査

法がどのように使われているか確認しておく。 

第７回 論文の考察と批評 ３ 

事前学習 

配布された論文を読み、量的・質的調査法がどの

ように用いられているか確認し、意見交換に備

える。 

事後学習 
調査法と研究目的・意義の関連性について考え

をまとめる。 

第８回 
国際理解教育のための質的調査法 

１．フィールドワーク 

事前学習 

『質的社会調査の方法：他者の合理性の理解社

会学』pp. 15~95 を読み、国際理解のための質的

調査法について考えをまとめ、議論に備える。 

事後学習 
フィールドワークの役割について整理してお

く。 

第９回 ２．参与観察 

事前学習 

『質的社会調査の方法：他者の合理性の理解社

会学』pp. 95~155 を読み、参与観察について考

えをまとめ、議論に備える。 

事後学習 
参与役割についてその意義・目的について整理

しておく。 

第１０回 ３．生活史（ライフヒストリー） 

事前学習 

『質的社会調査の方法：他者の合理性の理解社

会学』pp. 156~240 を読み、生活史（ライフヒス

トリー）について考えをまとめ、議論に備える。 

事後学習 
生活史（ライフヒストリー）についてその意義・

成り立ちについて整理しておく。 

第１１回 研究と倫理 

事前学習 

『異文化の学びかた・描き方』pp.167~215 を読

み、研究に於いての倫理問題について把握して

おく。 

事後学習 
なぜ研究倫理は重要なのか、考えを整理してお

く。 

第１２回 研究計画書作成について 
事前学習 

『異文化の学びかた・描き方』pp.49~112 を読

み、研究計画書作成のプロセスについて把握し

ておく。 

事後学習 研究作成書に取り掛かる。 

第１３回 各自選んだ調査に関する研究計画書発表 

事前学習 研究計画書発表者は準備をする。 

事後学習 

発表者は、クラスメートから出されたコメント

を基に、発表スキルや内容について良かった点

を確認し、また今後どのように進歩していける

か自分なりに考えをまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「教育を通しての国際理解と研究」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施期間：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答等を７回の授業終了後に行うが、その後も毎回の授業で随時受付、適宜指導する。 

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

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：「質的研究による教育の質の向上と社会貢献」 

実施期間：第 8 回の授業日以降の補講日にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：これまでの授業を振り返り、教育を通しての国際理解と研究について意見交換の準備をしておく。 

事後学習：これまでの授業を顧み、秋期から始まる研究計画を実行する上で役立てる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
国際福祉研究 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2337 

SCMP2337 

SBMP2337 

SPMP2337 
２．授業担当教員 河内 孝 

４．授業形態 講義、課題発表、グループ・ディスカッション等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

各国の社会福祉制度を比較する中で、今後の日本の福祉の在り方を研究する講座です。社会福祉制度には、
その国固有の宗教、歴史、哲学などが色濃く反映しています。公的な介入を極力避けて利用者の選択、on your 

riskに任せるアメリカ。国家と市民との契約に基づき税投入により高福祉を追求するスウェーデンなど北欧
諸国、少子化対策などと高齢者福祉を一体のものとして社会のセイフティーネットつくりに取り組むフラン
ス。質量とも充実したボランタリー組織が福祉水準を維持する英国、本格的高齢化の到来で政策確立を急ぐ

中国など。これらの事例を学びながら超高齢化の進む日本型福祉の在り方をさぐります。 
平成 30年 4月施行された介護保険法改正では、在宅介護を中心とした地域包括ケアの考えが一層進められ

ています。これに対し各国の状況はどうか。それぞれの文化的、社会的事情が反映した対応となっています。

こういう点も学んでほしいと思います。 

８．学習目標 
１．各国の先進的な社会福祉制度について事例を通して理解を深める。 
２．1を通して日本型社会福祉のあり方について自分の意見を持つことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

適時、レポート提出、意見発表など積極的な授業への求め、評価対象とする。 

グループ・ディスカッションについては学生の理解度の進度、希望等を見極めて実施する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

河内 孝著『自衛する老後』新潮新書デジタル版。その他、必要な資料をプリントして渡します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．各国の先進的な社会福祉制度について事例を通して理解を深める。 

２．1を通して日本型社会福祉のあり方について自分の意見を持つことができる。 

○評定の方法 

日常の授業態度（質問、授業への積極的参加度、課題発表） 50％ 

提出レポート、随時提出してもらう授業の理解度を確認するための短記式レポート 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

高齢化率が３割に近づいた日本で、どのような社会保障体制を整えるかは国民的な課題です。 

各国の様々な福祉への取り組みを研究し、日本型社会福祉の在り方について明確なビジョンを把握し、専門

介護職、ソーシャルワーカーにふさわしい知識を得てもらいたいと思います。 

13．オフィスアワー 授業日の授業前後ならいつでも 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

まず、この授業の狙い、達成目標

を明示する。次に 

アメリカの福祉制度①その政策

展開について述べる 

事前学習 
アメリカの社会保障政策の基礎となっている On your riskの概念に

ついて配布プリントに基づき予習する。 

事後学習 
授業で説明した medicare ,medicaid について内容を授業中に示した

参考書により復習する。 

第２回 
日米福祉比較（文化の違いを中心

に） 

事前学習 
配布する「介護保険はどこへ行く」を読み、介護保険制度が直面する

問題点を理解した上で、アメリカとの制度比較をする。 

事後学習 
何故、アメリカにおいては医療、介護保険制度の導入に抵抗が強いの

か、配布プリントで復習する。 

第３回 

グループ・ディスカッション、も

しくはレポート発表（日米の社会

保障制度の比較、違いが生まれた

文化的、歴史的背景につき 4～5

グループに分けて発表、討論を行

う） 

事前学習 

グループ・ディスカッションに備え日米社会保障制度の違い、違いを

生んだ文化的土壌につき自分の意見を 5 分程度で発表できる準備を

する。 

事後学習 
グループ討論の結果を踏まえ、日米比較を短レポートにまとめる（随

時授業中の発表してもらう）。 

第４回 
日本の福祉問題点、介護保険制度

が直面している問題 

事前学習 
配布する資料「地域介護の旗手たち」、「外国人労働力問題」を読んで、

問題の概略を把握して来ること。 

事後学習 
紹介する介護施設現場ルポについて、感想、自分の意見をまとめ、指名

された時に発表できるよう用意すること。 

第５回 

日本の福祉 外国人労働力の導

入は是か非か、介護離職ゼロを目

指す政策との整合性を研究する 

事前学習 

配布資料「外国人労働力、新しい在留資格」を読み、外国人看護師、

介護士、実習生の導入についてメリットとデメリットについて考え

をまとめてくること。 

事後学習 
介護人材の不足をどのようにして解消したら良いのか考え、次回授

業で意見発表できるよう準備する。 

第６回 
英国の福祉制度、政権交代と制度

改革について 

事前学習 
第 6回授業で配布するプリント、「英国の社会保障」を読み、英国にお

ける社会保障制度発達の歴史について学んでくること。 

事後学習 授業で説明した英国の NSC制度について復習すること。 

  



 

 

第７回 
フランス、ドイツの福祉制度、少

子化対策への取り組み 

事前学習 
第 7回授業で配布するプリント、「ドイツ、フランスの社会保障」を

読み、両国の制度につき概略、理解して来ること。 

事後学習 
フランスの少子化対策、ドイツの介護保険の特徴につきプリントで

復習する。 

第８回 
日本とヨーロッパ福祉文化の近

似性と相違点を比較 

事前学習 
日本と英、独、仏の欧州 3カ国との制度的相違について予習、意見発

表の準備をすること。 

事後学習 

英、仏、独各国の社会保障制度について、各国固有の制度、システム

がどのようにして生まれたのか、歴史的背景を、配布資料を中心に復

習すること。 

第９回 

グループ・ディスカッションもし

くはレポート発表（第 7~8回授業

内容を中心に日本と、英、仏、独

3カ国の社会保障制度の違い、ま

た違いが生まれた歴史的、文化的

背景について） 

事前学習 

グループ・ディスカッション、レポート作成に備え、授業で学んだ英、

仏、独の社会保障制度の特徴、さらに日本との違いについて発表でき

るよう自分の意見を 5分程度にまとめてくること。 

事後学習 概要をレポートにまとめること（提出義務はない）。 

第１０回 北欧の社会福祉（スウェーデン） 

事前学習 
配布資料「スウェーデンにおける訪問介護ルポ」を読み、そのシステ

ム、どのように行われているかについて理解して来ること。 

事後学習 
配布プリント「北欧の社会保障」を読み、北欧諸国の社会保障制度が、

どのような哲学により発展してきたか、その歴史を学習すること。 

第１1 回 
北欧の社会福祉（スウェーデン、

デンマーク） 

事前学習 日本と異なる税制、システムを中心に配布プリントで研究すること。 

事後学習 
日本と北欧の社会福祉制度の違いを理解した上で、学ぶべき点があ

るとすれば何か、について考えをまとめ、発表できるよう準備する。 

第１２回 中国の社会福祉政策について 

事前学習 
第 12回授業で配布する「中国の社会保障」を読み、同国の高齢化の

スピードについて学んでくること。 

事後学習 
同国の一人っ子政策につき、その功罪について自分の意見をまとめ

ること。 

第 13 回 総合、まとめ 

事前学習 これまでに授業で取り上げた各国の事例をまとめてみる 

事後学習 
人の尊厳を守るために各国の社会保障政策が追求してきた理念を再

整理してみる。 

課題研究 

1 

第 5回終了後１～５回の授業を踏まえ「日本と米国の社会福祉政策の違い」、違いを生んでいる文化的背景思想につい

てまとめる。A-4一枚程度。1,000字以上。第 5回終了後提示、第 6回授業時提出。第 8回授業終了後、レポート添削

指導、質疑応答を教室にて行う。 

事後学習：口頭試問内容のチェック 

課題研究 

2 

第 12回終了後、これまでの授業で学んだ各国の社会福祉政策について。その成功例、うまくゆかなかった例、その理

由についてまとめる。A-4一枚程度。1000字以上。13回授業終了後添削したものを返却し、質問に答える。 

事後学習：前期授業についての自己評価、達成度についてまとめ記帳すること。 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
国際保健学入門 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP3161 

２．授業担当教員 鈴木 路子・山本 静雄・神宮 直人 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

地球環境保全の上に人類の生活生存が可能であることを意識した国際教育専門家としての基本を学ぶ。教育

学専攻で開設されている「衛生学、免疫学、病原微生物学等」が、本授業の基礎にあり、「人間環境学入門」

が国際教育専攻の関連科目である。 

７．講義概要 

フィールド、統計解析等取得されたデータは様々に利用され活用が図られている。しかし、データの収集過

程、個別データ一の持つ意味等は研究者間でも認識に欠けることもあり、この認識を高め、個別データの成

り立ち、重要性を深く認識させる。そのツールとして国際標準規格(ISO)を折に触れ授業に取り入れ、世界各

国のデータ収集方法、採取方法の違いを理解させ、ISOを理解したうえでデータの信頼性、妥当性を判断させ

る。その比較材料として、隣国中国、韓国等の大気汚染等の現状と健康影響の関係、ASEAN諸国の水質汚濁問

題等の認識を新たにさせる。 

８．学習目標 

１．環境問題と健康影響は切り離せない現状を踏まえ、個別データの持つ意味を把握できるようになる。 

２．データは活用する以前に収集過程をしっかり認識し、試験計画、試験条件、試験装置、評価解析等には 

標準方法が重要であるとの認識を醸成させる上から、ISO9001, ISO14001, ISO/IEC17025 に基づく理

解度を深め、国際人としての認識を高めることができるようになる。 

３．フィールドデータの収集方法、計画の重要性を認識できるようになる。 

４．フィールド測定に関与させ、簡易な測定技法を紹介し、実践できるようになる。                                                                                                            

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① 日本（留学生は、各自国）の保健医療の国際協力について調べ、現状と課題を考え、論述せよ。 

② 国際機関を通じた協力―国連、WHOなどについて調べ、途上国に援助の必要性について、論述せよ。 

③ 21世紀は、感染症の時代であるといわれたが、グローバル化した今日、環境問題と疾病罹患状況の把握

は、必要不可欠である。あなたの将来を見据えて、どのような取り組みに専門家として、取り組んでゆ

くかについて、考え、レポート課題として、提出せよ。 

10．教科書・参考

書・教材 
鈴木庄亮他編「シンプル衛生公衆衛生学」医歯薬出版、2019 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．環境問題と健康影響は切り離せない現状を踏まえ、個別データの持つ意味を把握できるようになった

か。 

２．ISO9001, ISO14001, ISO/IEC17025 に基づく理解度を深め、国際人としての認識を高めることができ

るようになったか。 

３．フィールドデータの収集方法、計画の重要性を認識できるようになったか。                                                                                            

４．フィールド測定に関与させ、簡易な測定技法を紹介し、実践できるようになったか。 

○評定方法 

個別目標設定予実管理票(仮称)の提出     ４０％                                                                                 

アサインメント               ２０％                                                                          

レポート                  １０％                                                                          

日常の授業態度               ３０％  

12．受講生への 

メッセージ 

これからの社会は、地球環境は、人類の生活生存は、どのように変化していくでしょうか？その中で、各自

はどう生きていくか、どのような専門性を身に付けて、社会で活躍していくか？を真剣に考え、授業に取り

組んでいってください。この科目は、多くの領域が総合して成り立っています。主体的に取り組み、課題を

提起して下さい。 

13．オフィスアワー 別途指示します。授業前後、また授業中でも、各自の疑問に答えます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 神宮担当：国際人としての基本的知識の必要性 

事前学習 
この領域の新聞報道、関連書物等を収集提示

する 

事後学習 
授業で使用した資料を読み返し、まとめ、各

自の意見を A4一枚にまとめる 

第２回 
神宮担当：国際人としての基礎知識(2)環境問題と人類

の生活生存 

事前学習 担当教員からの課題を準備する 

事後学習 授業での学びを A4一枚にまとめる 

第３回 
神宮担当：国際人としての基礎知識（３）大気汚染物質

のグローバル化と生体影響、人々の暮らし 

事前学習 1・2回授業での学びと疑問点を整理する 

事後学習 各国の現状を調べ、A4一枚に纏める 

第４回 神宮担当：国際人としての基礎知識（４）海洋汚染 

事前学習 
海流、漁業（魚の生態）水生生物の生態を調

べ学習する 

事後学習 
講義から得られた学びと自分自身の考えを

まとめ、文書として提出する 

第５回 神宮担当：国際人としての基礎知識（５）ISOについて 

事前学習 
ISO（国際規格）とは、何だろう？なぜ、出来

たのか、疑問点を整理する 

事後学習 
本時の学びを配布資料の再読と共に A4 一枚

にまとめる 

第６回 
山本担当：国際人としての基礎知識（６）国際レベルで

みた感染症の現状と病原微生物 

事前学習 感染症に関する情報収集 

事後学習 授業からの学びを A4一枚にまとめる 

  



 

 

第７回 
山本担当：感染症の基礎知識（1）病原微生物と人の免

疫、ワクチンの必要性 

事前学習 感染症に関する情報の収集を行う 

事後学習 
本時の授業から得られたものを A4 一枚にま

とめる 

第８回 山本担当：感染症の基礎知識（2）輸入感染症と対応 
事前学習 

国際的に課題になっている感染症について

情 

報の整理を行う 

事後学習 制御が困難な感染症とその理由をまとめる 

第９回 
山本担当：感染症の基礎知識（3）新興感染症・再興感染

症 

事前学習 先進諸国における感染症の課題を調べる 

事後学習 
「新たに出現する病原体が怖い理由」を A4一

枚にまとめ、レポート提出 

第１０回 
鈴木担当：インドネシアでの人間生態学調査（１）人類

の生活生存と環境 

事前学習 
都市化人工化の中で、環境の急激な変動の中

での子どもの環境適応能の発達を考える 

事後学習 
授業後にとらえた国際保健のあり方を考え

る 

第１１回 
鈴木担当：インドネシア人類生態学調査（２）インドネ

シア調査地の実態、1980年代 

事前学習 現地調査の方法とデータ 

事後学習 1980年代―2000年以降の調査地を比較する 

第１２回 
鈴木担当：インドネシア人類生態学調査（３）日本の学

校保健とインドネシアを比較し、支援の在り方を考える 

事前学習 開発途上国への教育支援、JICAの事業計画 

事後学習 健康教育の国際化を授業での学びから検討 

第１３回 
鈴木担当：世界の児童の成長と環境を考える 

―国際育児比較と環境教育― 

事前学習 
グローバル化した人類世界での課題を考え

る、子どもの権利条約の再検討 

事後学習 本時の授業と第 11～12回の学びを整理 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 6回～9回までの講義内容を踏まえて、「なぜ①エイズ、②新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ

-19）、③ワクチンのないウイルス感染症などを予防することが困難であるか」について項目別にレポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：パソコン使用の場合：A4用紙 1枚（10.5ポイントで 1300字程度） 

       手書きの場合：400字横書き原稿用紙を使用すること（1300字程度） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業終了後に教室で行う。 

     レポートの添削等に関する質問は、毎回の講義の前後に受け付け、適宣指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1 回～10 回までの講義内容を踏まえて、「発展途上国の子ども達の死亡率を低下させる上で有効と

考えられる施策」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：パソコン使用の場合：A4用紙 1枚（10.5ポイントで 1300字程度） 

       手書きの場合：400字横書き原稿用紙を使用すること（1300字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

     レポートの添削等に関する質問は、毎回の講義の前後に受け付け、適宣指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際理解実習指導 （2 単位） 

３．科目番号 EIIE3371 

２．授業担当教員 大上 忠幸・阿部 裕子 

４．授業形態 講義、演習、リサーチ、ペア・グループ活動 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
海外留学入門 

７．講義概要 

この講義では、世界で起こったニュースや歴史的事件をケーススタディとして取り入れ、基本的な留学に必

要な知識を学習する。その知識とは、留学に必要な書類作成や語学・生活知識・学術的知識・サバイバル知

識などを含め、異国でも自立して生活する「対話力」「問題解決能力」「自己保安能力」などを実践して学ぶ。 

８．学習目標 

1. 学習に対する積極性と主体性を養う 

2. 自立した問題解決能力と事前準備の向上 

3. 自分の留学先の国・教育機関・文化などを研鑽して準備に備える 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 授業内容の理解を深めるために毎回何らかの課題を課す。 

2. 毎回の授業で、世界の出来事のニュースを取り上げ、講義内で議論する。 

3. 留学に際しての自分の考えや目標を明確にするため、レポート作成や発表を行なう。 

4. 海外留学への必要な語学力の向上のため、語学の検定試験に挑戦する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

高野幹生 著『留学の真実』IBCパブリッシング (2014/12/24)税抜 1,650円 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準(学習目標) 

1.講義教材や教科書よりの留学に関する体験談や学習資料の予習・復習ができているか。 

2.自分の考え・目標・問題を把握し、問題解決のために自主的に発言、リサーチ、講義発言ができているか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

1. 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 30％ 

2. 課題（ライティング、レポート等） 総合点の 30％ 

3. 小テスト 総合点の 15％ 

4. 期末テスト 総合点の 25％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

① 留学目標を明確にすること。留学経験をどう将来に繋げるか計画をすること。 

② 自分の留学先の歴史や文化、環境について、自己研鑽、データ収集を行なうこと。 

③ 留学先で生活ができ、大学で学べるよう外国語能力を磨くこと。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 受講するにあたっての留意点 

事前学習 
自分の留学目標を発表できるように準備す

ること 

事後学習 
講義後に留学目標がどのように変わったか

まとめること 

第２回 留学とは？（PPTプレゼンテーション） 

事前学習 留学のメリットとデメリットを考えておく。 

事後学習 
「留学マインドマップ」を次回の講義までに

仕上げること 

第３回 
教科書 Part 1:  

「英語力をアップするには海外留学が一番の近道①」 

事前学習 Part1を予習すること。 

事後学習 Part1（前半部）を自分でまとめる 

第４回 
教科書 Part 1:  

「英語力をアップするには海外留学が一番の近道②」 

事前学習 Part1を予習すること。 

事後学習 Part1（後半部）を自分でまとめる 

第５回 
教科書 Part 2  

「高校留学の真実①」 

事前学習 Part2を予習すること。 

事後学習 Part2（前半部）を自分でまとめる 

第６回 
教科書 Part 2  

「高校留学の真実②」 

事前学習 Part2を予習すること。 

事後学習 Part2（後半部）を自分でまとめる 

第７回 
教科書 Part 3 

「語学留学の真実①」 

事前学習 Part3を予習すること。 

事後学習 Part3（前半部）を自分でまとめる 

第８回 
教科書 Part 3 

「語学留学の真実②」 

事前学習 Part3を予習すること。 

事後学習 Part3（後半部）を自分でまとめる 

第９回 
教科書 Part 4  

「ワーキングホリデー、インターンシップの真実①」 

事前学習 Part4を予習すること。 

事後学習 Part4（前半部）を自分でまとめる 

第１０回 
教科書 Part 4  

「ワーキングホリデー、インターンシップの真実②」 

事前学習 Part4を予習すること。 

事後学習 Part4（後半部）を自分でまとめる 

第１１回 
教科書 Part 6 

「留学準備と海外生活の真実①」 

事前学習 Part6を予習すること。 

事後学習 Part6（前半部）を自分でまとめる 

第１２回 
教科書 Part 6 

「留学準備と海外生活の真実②」 

事前学習 Part6を予習すること。 

事後学習 Part6（後半部）を自分でまとめる 

  



 

 

第１３回 留学準備シート（テスト）を完成させる 
事前学習 

これまでの学習を振り返り、学んだことを実

行に移せる準備をする。 

事後学習 全学習から留学の準備を万端にする 

課題研究 

1 

課題内容：Part 1～3の項目の中から自身興味を持ったものをレポートにまとめる。 

実施時期：第 8回終了後、 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題内容：、Part 4、6の項目の中から自身興味を持ったものをレポートにまとめる。 

実施時期：第 13回終了後 

提出期限：第 13回授業終了後 1週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子育て支援／保育相談支援演習 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT3418 

SCOT3418 

SJMP3135 

SJMP3138 
２．授業担当教員 西村 彩恵 

４．授業形態 演習、グル－プ討議、ロ－ルプレイング ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
児童・家庭福祉論を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

 保育士の行う子育て支援の特性として、子どもの保育とともに行う保護者の支援、保護者との相互関係や

信頼関係の形成、支援のニーズについての気づきと多面的理解、子どもと保護者が多様な他者とかかわる機

会や場を提供することなどを理解する。支援の展開として、子どもと保護者の状況・状態の把握、支援の計

画と環境の構成、支援の実践・記録・評価・カンファレンス、職員間、関係機関との連携・協働を学ぶ。多様

な支援ニーズを抱える子どもと家族への支援の実際（内容・方法・技術）を学ぶ。 

８．学習目標 

１．保育士による子育て支援が求められる社会的状況について理解する。 

２．子育て支援の意義と原則について理解する。 

３．保護者支援の基本を理解する。 

４．子育て支援の実際について学び､内容や方法を理解する。 

５．保育所等の児童福祉施設における保護者支援の実際について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

１．グループでの討議・発表又は制作を行い、それを踏まえて考察したものを提出する(各回実施予定)。 
２．子育て支援に関する学習成果として、グループで作成するレポート(「子育て支援活動の企画案」につい

て」)、各自で作成するレポート(「自分が考える子育て支援・保育相談支援」について)を提出する。 

グループワーク・発表を適宜行うため、真摯に学ぶ姿勢と、主体的な参加が求められる。そのため、グル
ープワーク・発表での姿勢も含めて授業への貢献度として加味する。シラバスの「学習課題」の提出は原則
として求めないが、配布するプリントは、ファイリングして予習・復習の際に各自で活用すること。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】才村純、芝野松次郎、新川泰弘、宮野安治編著『子ども家庭福祉専門職のための子育て支
援入門』ミネルヴァ書房、2019。 

【参考書】柏女霊峰、橋本真紀編著『保育相談支援【第 2版】』ミネルヴァ書房、2016。 

厚生労働省『保育所保育指針＜平成 29年告示＞』フレーベル館 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『新・社会福祉士養成講座 15 児童や家庭に対する支援と児

童・家庭福祉制度』第７版 中央法規出版。 

【教材】授業内でプリントを配布する。なお、映像教材も適宜使用する予定。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．保護者支援の基本を理解し、説明できるか。 

２．子育て支援の実際について､内容や方法を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の２０％ 

２ 期末試験（または期末レポ－ト） 総合点の３０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の３０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育士などの子ども家庭福祉専門職は、子どもの成長を支援するだけではなく、子どもの一番身近な存在

である家庭を支える役割を担うことも期待されている。子育て支援・保護者支援とは何かということについ

て、学んでいく。授業を実施するにあたり、下記の３つの項目に留意すること。また、授業の進捗状況・理

解度、受講者数に応じて、授業内容等を変更する場合がある。 

１．遅刻、欠席に注意し、やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。なお、遅延の場合

は遅延証明書を当日又は次回授業までに担当教員に提出すること。遅延の累積回数が多い場合には、遅

延を認めない場合もある。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、その他授業を妨げる行為は慎むこと。減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 
事前にメールでアポイントメントを取って下さい。後日、オフィスアワーをお知らせします。 

研究室：6号館 6階 613 メールアドレス：sanishim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

子育て支援とは 

事前学習 

配布資料を綴じるファイルを用意する。教科書第

1 章、2 章を事前に読み、子育て支援・保護者支援
について考え、自分のイメージを整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子育て支援・保護者支援につ

いて要約し、自分の考えをまとめる。 

第２回 子ども家庭福祉の理念と子どもの権利 

事前学習 

教科書第 3 章や児童の権利に関する条約の条文を

事前に読み、子ども家庭福祉の理念や子どもの人
権について整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、子ども家庭福祉の理念と子

どもの権利との関わりについて自分の考えをまと

める。 

  

https://www.minervashobo.co.jp/author/a87791.html
https://www.minervashobo.co.jp/author/a19687.html
https://www.minervashobo.co.jp/author/a187388.html
https://www.minervashobo.co.jp/author/a187387.html
mailto:sanishim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp


 

 

第３回 保育相談支援の体系 

事前学習 

教科書 8 章～9 章、第 11 章、第 14 章を事前に読
み、保育相談支援の体系について各自情報収集し、
内容を整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、相談援助の基本について自

分の考えをまとめる。 

第４回 子育て支援の方法と技術 

事前学習 
教科書第 10 章、第 12 章～第 13 章を事前に読み、
子育て支援の方法と技術について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子育て支援の方法と技術に

ついて自分の考えをまとめる。 

第５回 子ども家庭福祉専門職が行う子育て支援 

事前学習 

教科書第 16 章～第 18 章を事前に読み、子ども家

庭福祉専門職が行う子育て支援について整理す
る。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子ども家庭福祉専門職が行

う子育て支援について自分の考えをまとめる。 

第６回 
子育て支援の実際① 

保育所等における支援 

事前学習 
教科書第 7 章、第 16 章～第 19 章を事前に読み、

保育所等における支援について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、保育所等における支援につ

いて自分の考えをまとめる。 

第７回 

子育て支援とその実際② 

特別な配慮を要する子どもとその家庭に対する支援 

(障がいのある子どもを含む) 

事前学習 

特別な配慮を要する子ども(障害のある子どもを
含む)とその家庭に対する支援について各自情報

収集し、内容を整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、特別な配慮を要する子ども

(障害のある子どもを含む)とその家庭に対する支

援について自分の考えをまとめる。 

第８回 
子育て支援とその実際③ 

要保護児童等の家庭に対する支援 

事前学習 
教科書第 20 章を事前に読み、要保護児童等の家庭

に対する支援について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、要保護児童等の家庭に対す

る支援について自分の考えをまとめる。 

第９回 地域における子育て支援 

事前学習 

教科書第 15 章を事前に読み、地域における子育て
支援について整理する。インターネット等を活用

し、自治体や子育て支援団体等の活動(チラシ等)に
ついて情報を収集する。子育て支援活動の案を具
体的に考える。 

事後学習 

授業内容をふり返り、地域における子育て支援に
ついて自分の考えをまとめる。それをもとに、子育
て支援活動の案を練り上げる。 

第１０回 
他者と関わる機会や場の提供①： 

学習成果の発表 

事前学習 

発表内容を整理し、役割分担を決めて発表に備え
る。また、他のグループでの発表に関する進捗状況

を参考にしながら、グループ発表の準備に活かす。 

事後学習 

各グループの発表に関するコメントや質疑応答の
内容をノートに記し、グループ発表の準備に活か

す。 

第１１回 
他者と関わる機会や場の提供②： 

学習成果の発表とまとめ 

事前学習 

これまでの授業内容を踏まえて、発表内容を整理

し、役割分担を決める。また、他のグループでの発
表を参考にして、グループ発表の準備に活かす。 

事後学習 

授業内容や発表内容をふり返り、他者と関わる機

会や場の提供について自分の考えをまとめる。ま
た、各グループでの発表に関するコメントや質疑
応答の内容をノートに記し、今後の活動に活かす。 

第１２回 子育て支援の展望と課題 

事前学習 
教科書第 21 章を事前に読み、子ども家庭福祉専門
職に求められる子育て支援について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子育て支援の展望と課題に

ついて自分の考えをまとめる。 

第１３回 全体の総括とレポートの作成 

事前学習 
第 1 回～第 12 回までの内容をふり返り、レポート
の作成に備える。 

事後学習 
これまでの授業内容をふり返り、子育て支援につ

いての自分の考えをまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回～第 4 回の講義内容と教科書第 4 章～第 7 章の内容を踏まえ、子育て家庭を取り巻く現状を説

明した上で、「子育て支援体制の必要性と課題」について自身の見解をレポートにまとめなさい。 

目的：学習目標の達成を目指す。 

レポート形式：A4(1,000 字程度、文字数明記)  

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時までに提出する。提出後、質疑応答等を第 8 回授業の際に教室で行う。引き続き質問が

ある場合は、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と質疑応答等を通して学んだことをまとめる。 

  



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 5 回～第 8 回の講義内容を踏まえ、子育て家庭を取り巻く現状を説明した上で、「子ども家庭福祉

専門職が行う子育て支援の意義と留意点」について自身の見解をレポートにまとめなさい。 

目的：学習目標の達成を目指す。 

レポート形式：A4(1,000 字程度、文字数明記) 

実施時期：第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時までに提出する。提出後、質疑応答等を第 12 回授業の際に教室で行う。引き続き質問

がある場合は、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と質疑応答等を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの食と栄養 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP3121 

SSMP3358 

SCMP3358 

EDHE3334 
２．授業担当教員 髙尾 優 

４．授業形態 講義、演習（課題作成および発表含む）、調理実習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小児期の栄養と食生活の重要性を理解し、一生涯の食生活の意義を理解する。また保育者として、小児の

発育と発達の特徴を踏まえた栄養と食のあり方を理解し、保育所における望ましい食のあり方について理解

を深める。さらに最近の食にまつわる様々な問題にふれながら、保護者と子どもの総合的な食育や保育所に

おける食の実践について理解する。 

８．学習目標 

１）栄養、食生活の基礎知識を身につける。 

２）小児期各期の栄養と食生活について学び、説明することができる。 

①妊娠期（胎児期） ②新生児期 ③乳児期 ④幼児期 ⑤学童期・思春期 

３）保育士としての食の援助の役割について学び、説明することができる。 

４）疾患をもつ小児の栄養・食生活について学び、説明することができる。 

５）小児の食の問題について学び、説明することができる。 

６）子どもとその家族に対する栄養教育・食教育について学び、知識を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習として、教科書を読んでくること。事後学習として、しっかり復習し、授業内容についてま

とめること。 

レポート課題：詳細は授業内で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】児玉浩子ら編著『子どもの食と栄養 改定第 2版』中山書店、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）栄養、食生活の基礎知識を身につける。 

２）小児期各期の栄養と食生活について学び、説明することができる。  

①妊娠期（胎児期） ②新生児期 ③乳児期 ④幼児期 ⑤学童期・思春期 

３）保育士としての食の援助の役割について学び、説明することができる。 

４）疾患をもつ小児の栄養・食生活について学び、説明することができる。 

５）小児の食の問題について学び、説明することができる。 

６）子どもとその家族に対する栄養教育・食教育について学び、知識を身につける 

○評定の方法 

総合的に評価する期末試験   50% 、提出課題   20%、 受講態度   30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもたちをとりまく環境について考え、子どもの食生活の現状と課題について理解を深めましょう。 

栄養の基礎的な知識を身に付け、保育所における食育に関する指針を理解し、食育を実践できる力を養いま

しょう。 

1．授業には積極的に参加すること。（遅刻、欠席のないようにすること。私語や居眠りをしないこと。） 

2．レポート等の提出期限は遵守すること。 

3．授業中はスマートフォン等の電源は切っておくこと。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 子どもの健康と食生活 
事前学習 

教科書 第 1 章（pp.2～24）を読み、わから

ないところをチェックしておく。 

事後学習 子どもの食生活の問題についてまとめる。 

第２回 栄養・食に関する基本的知識① 

事前学習 
教科書 第 2章 1～5（pp.26～35）を読み、わ

からないところをチェックしておく。 

事後学習 
消化吸収、たんぱく質、糖質、脂質について

まとめる。 

第３回 栄養・食に関する基本的知識② 
事前学習 

教科書 第 2 章 6～12（pp.36～48）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 ビタミン、ミネラルについてまとめる。 

第４回 子どもの発育・発達と栄養・食生活① 
事前学習 

教科書 第 3 章 1～5a（pp.50～68）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 授乳・離乳の支援ガイドを理解する。 

第５回 子どもの発育・発達と栄養・食生活② 
事前学習 

教科書 第 3 章 5b～7（pp.69～86）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 離乳食についてまとめる。 

第６回 食育の基本と実践① 
事前学習 

教科書 第 4章 1～3（pp.88～95）を読み、わ

からないところをチェックしておく。 

事後学習 郷土食について調べる。 

第７回 食育の基本と実践② 
事前学習 

教科書 第 4 章 4～6（pp.96～108）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 保育所で行われている食育について調べる。 

  



 

 

第８回 食育の基本と実践③ 
事前学習 

教科書第 4章を読み、わからないところをチ

ェックしておく。 

事後学習 食育についてレポートを作成する。 

第９回 児童福祉施設や家庭における食と栄養 
事前学習 

教科書 第 5章（pp.110～116）を読み、わか

らないところをチェックしておく。 

事後学習 児童福祉施設における食についてまとめる。 

第１０回 食の安全 
事前学習 

教科書 第 6章（pp.118～134）を読み、わか

らないところをチェックしておく。 

事後学習 食中毒予防についてまとめる。 

第１１回 特別な配慮を必要とする子どもの食と栄養① 

事前学習 
教科書 第 7章 1～5（pp.136～143）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 
食物アレルギー児への対応、発熱時の対応に

ついてまとめる。 

第１２回 特別な配慮を必要とする子どもの食と栄養② 

事前学習 
教科書 第 7章 6～10（pp.144～154）を読み、

わからないところをチェックしておく。 

事後学習 
肥満、やせ、障害児への対応についてまとめ

る。 

第１３回 まとめ 

事前学習 授業ノートの復習 

事後学習 
授業で使用した教科書、ノート、プリントな

どを総復習する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：調乳と授乳時の注意点についてまとめなさい。 

レポート形式：A4レポート用紙 

実施時期：第 4回授業時に実施する。 

提出期限：第 5回授業開始時に提出すること。 

事後学習：レポートの添削が入っている点に関して再度検討すること。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：離乳食を調理し、レポートを作成しなさい。 

レポート形式：課題用紙 

実施時期：第 5回授業時に実施する。 

提出期限：第 7回授業開始時に提出すること。 

事後学習：レポートの添削が入っている点に関して再度検討すること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 子どもの保健 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2363 

SCMP2363 

SJMP2122 ２．授業担当教員 根岸 祥子 

４．授業形態 講義、グループワーク、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子どもの心身の健康増進を図るための保健活動の意義を理解する。子どもの運動機能及び生理機能の発達

と保健について理解する。また、子どもの健康状態、心身の不調時の観察方法、発育・発達の把握と健康診

断を具体的に学ぶ。子どもの疾患についての病態生理、その予防方法と保育者としての適切な対処方法につ

いて学ぶ。現代社会における子どもの健康に関する現状と課題を学び、虐待の防止方法、早期発見、対応方

法、保護者との連携や、地域との連携を学ぶ。 

８．学習目標 

1）子どもの形態的発育、機能的発達、精神機能の発達について学び、説明することができるようになる。 

2）小児期の発育・発達に必要な栄養、ことに母乳哺育について学び、説明することができるようになる。 

3）子どもの生活リズムについて学び、説明することができるようになる。 

4）子どもによくみられる疾病とその対処法について学び、説明することができるようになる。 

5）小児期の事故と安全教育、保育環境について学び、説明することができるようになる。 

6）母子保健の現状と課題について学び、説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内で指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】中根淳子／佐藤直子編著『子どもの保健』ななみ書房 2019 年 

【参考書】及川郁子・草川功編著『シードブック 子どもの保健』建帛斜 2019 年度新保育士養成課程対応 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）子どもの成長および発達について説明することができる。 

２）小児期の成長・発達に必要な栄養、ことに母乳哺育の意義について説明することができる。 

３）子どもの生活リズムや基本的生活習慣を説明し、実践することができる。 

４）小児期によくみられる疾病とその対処法を説明し、実践することができる。 

５）小児期の事故防止と安全教育について説明することができる。 

６）母子保健の現状と課題について説明することができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、期末テスト、レポート等を総合して評価する。 

期末テスト 40％、レポートなどの提出物 40％、授業態度 20％  

上記のほかに、本学の規程に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの発育・発達などの基礎的な項目及び乳幼児期によく見られる疾患とその対処法をひろく取り上げ
ます。保育中の乳幼児の命と健康を守るために重要な科目です。健康課題に関する知識についても学習し習

得しましょう。 
１） 授業は常に緊張感と集中力とを保って受講し、積極的な態度で参加すること。 
２） 理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

３） 宿題やレポートの提出期限は厳守のこと。 
４） 欠席、遅刻、早退をしないこと。（やむを得ない場合は必ず文書で申し出ること。） 

５） 授業中の私語、居眠りはしないこと。携帯電話は OFFにしておくこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

子どもの心身の健康と保健の意義、母子保健施策 

事前学習 教科書を読み、全体を確認する 

事後学習 
授業の目的と、母子保健施策についてまとめ

る。 

第２回 現代社会における子どもの健康に関する現状と課題 

事前学習 教科書 pp.13～18 の内容のまとめる 

事後学習 
現代社会における子どもの健康の問題点につ

いてまとめる 

第３回 
子どもの発育と発達① 

乳幼児身体発育曲線 

事前学習 教科書 pp.19～27 についてまとめる 

事後学習 
子どもの身体発育に関するワークシートをま

とめ、提出する 

第４回 
子どもの発育と発達② 

運動機能、生理機能（呼吸器、循環器） 

事前学習 教科書 pp.27～31 についてまとめる 

事後学習 
呼吸機能、循環機能に関するワークシートの作

成と提出 

第５回 

子どもの発育と発達③ 

生理機能（免疫、消化器、排泄、睡眠、感覚、神経

系 

事前学習 教科書 pp.32～40 についてまとめる 

事後学習 
子どもの生理機能についてまとめ、ワークシー

トを作成、提出する 

第６回 
発達に即応した基本的生活習慣の形成、睡眠のリズ

ム、食や排泄の習慣 

事前学習 教科書 pp.41～52 についてまとめる 

事後学習 
基本的生活習慣についてワークシートを作成、

提出する 

第７回 
子どもの栄養 

母乳栄養、人工栄養、離乳 

事前学習 母乳栄養、人工栄養について調べる 

事後学習 
母乳栄養のメリット、デメリットについてまと

める 



 

 

第８回 子どもの健康状態の把握、不調時の早期発見 
事前学習 教科書 pp.59～69 についてまとめる 

事後学習 健康状態の把握について整理する 

第９回 
子どもに多い病気① 

感染症：予防接種 

事前学習 
教科書 pp.73～79。分担する予防接種の対象疾

患についてまとめ、発表する 

事後学習 予防接種に関するワークシートを作成、提出す 

第１０回 
子どもに多い病気④ 

先天異常とアレルギー 

事前学習 教科書 pp.84～88 をまとめる 

事後学習 
アレルギーについてまとめ、ワークシートを作

成する 

第１１回 
子どもに多い病気⑤ 

消化器疾患、循環器疾患、血液疾患、けいれん 

事前学習 教科書 pp.89～92 を整理し、調べる 

事後学習 
消化器疾患、循環器疾患、神経疾患についてま

とめる 

第１２回 
子どもに多い病気⑥ 

腎疾患、皮膚疾患、感覚器疾患、内分泌疾患 

事前学習 教科書 pp.94～99 について読み、まとめる 

事後学習 
腎疾患、皮膚の疾患、感覚器疾患、内分泌疾患

についてまとめ、ワークシートを作成する 

第１３回 まとめ （課題研究の発表を含む） 
事前学習 授業内のまとめを行い、疑問点を挙げる 

事後学習 授業内で学んだことをまとめる 

課題研究 

1 

子どもに多い病気③ 感染症：ウイルス感染症 

教科書を参考に、第 9 回授業（予防接種）対象以外のウイルス感染症を一つ取り上げまとめる。必要な項目について

は授業内で説明する。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 10 回の授業開始時に提出する。 

 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業時に行う。 

課題研究 

2 

子どもに多い病気③ 感染症：細菌感染症 

教科書を参考に、第 9 回授業（予防接種）対象以外の細菌感染症を一つ取り上げまとめる。必要な項目については授

業内で説明する。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 11 回の授業開始時に提出する。 

 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業時に行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
子どもの保健Ⅰ （4単位） 

３．科目番号 

SSMP2340 

SNMP2340 

SCMP2340 

SBMP2340 

SJMP2116 

２．授業担当教員 佐野 葉子 

４．授業形態 講義、グループ学習・発表・討論、課題発表・討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

ヒトの一生のなかで、小児期は形態的にも機能的にも最も激しい変化のみられる時期である。しかも、こ

の時期に「こころ」と「からだ」の基礎の大部分が出来上がってくる。本教科目では、成長・発達してゆく過

程を学び、子どもの健康の意味を理解し、子どもの健全育成とは何かを考えてみよう。さらに、子どもの疾

病とその予防対策、事故と安全教育、ハンディーキャップを持った子どもの保育などの健康課題に関する知

識を学ぶと共に、日常の保育の現場で実践できる能力、問題解決能力を身につけることが求められている。 

 

８．学習目標 

１）子どもの成長および発達について説明することができる。 

２）小児期の成長・発達に必要な栄養、ことに母乳哺育の意義について説明することができる。 

３）子どもの生活リズムや基本的生活習慣を説明し、実践することができる。 

４）小児期によくみられる疾病とその対処法を説明し、実践することができる。 

５）小児期の事故防止と安全教育について説明することができる。 

６）母子保健の現状と課題について説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：（各々の宿題は、明朝体10.5ポイントで印字し、A4判、横書き、３ページ（１ページあたり４０字×３
９行）にまとめて下さい。） 

 
1）母乳哺育を阻害する要因について；（第１２回終了時点に提出のこと）  

母乳哺育の重要性が叫ばれているが、実際に母乳栄養をしている率は生後３か月時点で約３０％   
である。母乳哺育を推進するためにも、どんな阻害要因があるのかを知っておくことは必要がある。 

2）小児期の代表的な病気とその対処法について；（第２１回終了時点に提出のこと） 
病児保育が制度化された今日、保育所や幼稚園などに勤務する職員にも子どもの病気の知識を習得し 
実践する能力を身につけておくことは大切である。 
 

レポート課題: 
1）個人別レポート課題；『母子健康手帳から得られるもの』；（夏休みに入る最後の授業時に提出する） 

母子健康手帳の中から得られたテーマを１つ選んで論文（総説）を書いて下さい。個人の成育歴を知り、
養育者の育児に対する想いを知ることが、こどもの保健そのものなのです。 
（明朝体，10.5ポイントで印字し、A4判、横書き２枚（１ページあたり４０字×３９行）にまとめてく
ださい。） 

2）グループ別レポート課題；『保育所、幼稚園でよくみられる発疹を伴う感染症について』； 
（夏休みに入る最後の授業時に提出する） 

発疹性疾患の診断は大変難しいので、保育所、幼稚園の実習までに知識を身につけておくことが大切。 
発疹性疾患のレポート課題は、グループ編成時に決める。 
[明朝体10.5ポイントで印字し、A4判、横書き、４ページ（１疾患につき２ページ）（１ページあたり４
０字×３９行）にグループごとでまとめて提出する。その後、グループごとで発表・討論し、知識を共
有する。] 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 佐藤益子編著『子どもの保健Ⅰ』ななみ書房、2015年。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第４版』中央法規、2013年。 

【参考書】 巷野悟郎、岩田力、前澤眞理子編著『保健―理論と実際―』同文書院、2011年。 
【教 材】 テーマごとに資料を随時配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．グループ発表の、レポートのまとめ方や疾患の説明ができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業態度  総合点の 10％ 

２ 期末試験  総合点の 40％ 

３ 課題レポート、宿題、グループ発表 総合点の 50％ 

上記のほかに、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本教科目では、将来、受講生たちが保育所・幼稚園に勤務した時や親になった時に、役立つような知識を
習得し、実践して解決する力を身につけてほしい。目的達成のために、受講生は以下のことを守ってほしい。 
１）この教科内容は難解のところも多いので、常に緊張感と集中力を保って受講し、積極的な態度で授業に

参加することを希望する。授業内容の理解のために、事前学習・事後学習を必ずしてほしい。 
２）宿題やレポートの提出期限を厳守すること。 
３）正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合は、その理由を 

必ず担当教官に書面をもって報告すること。 
４）受講中には、私語、居眠り、携帯電話・メール・スマフォ等の操作は絶対にしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
保育における子どもの保健の概説、グループ編成 

事前学習 
「子どもの保健」の学習用ノートを準備してお
こう。 

事後学習 
「子どもの保健」のねらいについて、学習用ノ
ートにまとめる 

第２回 
子どもの健康と保健の意義  
（健康の概念、健康指標、「健やか親子２１」)  

事前学習 
第１章（pp.9～16）を熟読し、要点を学習用ノ
ートにまとめる。 

事後学習 
「健やか親子２１」について理解し、整理して
おく。 



 

 

第３回 
子どもの成長と発達（１） 
子どもの身体発育（受精と胎内発育、小児期各期の

身体発育）  

事前学習 
第２章(pp.17～28)を熟読し、要点を学習用ノ
ートに記入する。 

事後学習 
成長と発育の違いを理解して、発育の評価をノ
ートにまとめる。 

第４回 
子どもの発育と発達（２） 
精神運動機能の発達 （感覚機能、神経機能、精神

機能） 

事前学習 
第３章（pp.43～56）を読んで要点を学習用ノ
ートに記入する。 

事後学習 
感覚機能、神経機能、精神機能の発達の内容を
まとめる。 

第５回 

子どもの発育と発達（３） 
生理機能の発達（呼吸機能、循環機能、免疫機能、

消化機能、尿排泄機能、水分代謝、体温調節、内分泌
機能） 

事前学習 
第３章（pp.29～42）を熟読し、要点を学習用ノ
ートに記入する。 

事後学習 
各種臓器の生理機能を理解し、大切な事項をノ
ートにまとめる。 

第６回 

子どもの発育と発達（４） 
生理機能の発達（呼吸機能、循環機能、免疫機能、

消化機能、尿排泄機能、水分代謝、体温調節、内分泌
機能） 

事前学習 
第３章（pp.29～42）を熟読し、要点を学習用ノ
ートに記入する。 

事後学習 
各種臓器の生理機能を理解し、大切な事項をノ
ートにまとめる。 

第７回 
子どもの精神保健 ①心の健康とその課題 

        ②虐待、発達障害 

事前学習 
第５章.（pp.85～102）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
心身症、虐待、発達障害について理解を深め、
要点をまとめる。 

第８回 
子どもの生活と保健 
②保育現場の事故防止と安全対策 

事前学習 
第５章.（pp.85～102）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
心身症、虐待、発達障害について理解を深め、
要点をまとめる。 

第９回 

環境と衛生管理・安全管理 

①保育現場における衛生管理  
（自然環境の衛生管理、施設の衛生管理） 

事前学習 
第６章（pp.103～118）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
自然環境の衛生管理、施設の衛生管理、滅菌・
消毒法について、要点をまとめる。 

第１０回 
子どもの生活と保健 
②保育現場の事故防止と安全対策 

事前学習 
第６章（pp.119～133）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
発達段階からみた事故の特徴、乳幼児突然死症
候群、安全管理について要点をまとめる。 

第１１回 
子どもの食 

 （１）子どもの栄養生理 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、要点を学習用ノー
トに記入する。 

事後学習 
三大栄養素の消化・吸収がどこの消化管内で行
われているかを理解し、要点をまとめる。 

第１２回 
子どもの食 
  （２）母乳哺育の意義 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、要点を学習用ノー
トに記入する。 

事後学習 
母乳哺育の長所と短所、完全母乳栄養、「母乳
育児を成功させるための十か条」についてまと
めておく。 

第１３回 
子どもの疾病と保育 
（１）おもな症状の見かたと対応 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、要点を学習用ノー
トに記入する。 

事後学習 
主な症状（発熱、咳、嘔吐、下痢、意識障害、
けいれん、発疹など）と病気との関係をまとめ
ておく。 

第１４回 
子どもの疾病と保育 
（１）おもな症状の見かたと対応 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、要点を学習用ノー
トに記入する。 

事後学習 
主な症状（発熱、咳、嘔吐、下痢、意識障害、
けいれん、発疹など）と病気との関係をまとめ
ておく。 

第１５回 
子どもの疾病と保育 （２）先天異常 
（先天代謝異常、染色体異常、外表奇形） 

事前学習 
先天異常の分類、先天異常の三大発生要因につ
いてまとめておく。 

事後学習 
先天異常の分類、先天異常の三大発生要因につ
いてまとめておく。 

第１６回 
子どもの疾病と保育 （３）代表的な疾病 
（その１）ウイルス性、細菌性、その他の感染症 

事前学習 
第４章（pp.57～65）を熟読して要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
各臓器の病気について理解を深め、要点をまと
めておく。 

第１７回 
子どもの疾病と保育 （３）代表的な疾病 
（その２）アレルギー、神経系の病気、心身症 

事前学習 
第４章（pp.68～71）を熟読して、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
各臓器の病気について理解を深め、要点をまと
めておく。 

第１８回 

子どもの疾病と保育  （３）代表的な疾病 
（その３）呼吸器、循環器、消化器、生殖・泌尿器、

血液系、内分泌・代謝、皮膚、眼、耳、整形
外科の病気 

事前学習 
第４章（pp.71～84）を熟読し、要点を学習用ノ
ートに記入する。 

事後学習 
各臓器の病気について理解を深め、要点をまと
めておく。 

第１９回 
子どもの疾病と保育  
（４）子どもの疾病の予防と対応（予防接種） 

事前学習 
第４章 p.59 を読んで、要点を学習用ノートに
記入する。 

事後学習 
定期予防接種と任意予防接種の違い、予防接種
の種類について理解を深め、内容をまとめてお
く。 

第２０回 
子どもの疾病と保育  
（４）子どもの疾病の予防と対応（予防接種） 

事前学習 
第４章 p.59 を読んで、要点を学習用ノートに
記入する。 

事後学習 
定期予防接種と任意予防接種の違い、予防接種
の種類について理解を深め、内容をまとめてお
く。 

第２１回 

救急・応急処置 ；  

① 意識障害、呼吸停止、心停止、ショック 

けいれん 
② 頭部打撲、やけど、異物誤嚥、異物誤飲 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、要点を学習用ノー
トに記入する。 

事後学習 
「心肺蘇生におけるＡＢＣ」や事故に対する応
急処置をまとめて整理しておく。 



 

 

第２２回 

健康及び安全の実施体制 

（１）家庭・専門機関・地域との連携 
（家庭との連携、生活リズム、食事、睡眠など 

事前学習 
第７章（pp.136～141）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
家庭との連携と同時に、生活リズム、メラトニ
ン、食事、睡眠の要点をまとめておく。 

第２３回 

健康及び安全の実施体制 

（２）主な母子保健対策と保育 
（健康診査、保健指導、擁護援護、医療対策） 

事前学習 
第７章（pp.136～141）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
健康診査、保健指導、「健やか親子２１」などに
ついて整理しておく。 

第２４回 
母と子の保健 
（母子保健施策、母子保健等に関連する法規） 

事前学習 
第１章（P.12）、第７章（pp.146～147）をよん
で要点を学習用ノートに記入する。 

事後学習 
母子保健の歴史、母子保健施策の概要をながめ
て、その内容をまとめておく。 

第２５回 「子どもの保健」のまとめ 
事前学習 

教科書、プリントなどをはじめから見直し、整
理しておこう。 

事後学習 
大切なところをもう一度チェックし、ノートに
記入しておこう。 

第２６回 子どもに見られる疾患（スライド供覧） 
事前学習 

発疹を伴う病気、感染症、先天異常について、
もう一度調べておく。 

事後学習 
新生児マス・スクリーニングで見つかる病気、
発疹性疾患を整理しておく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「麻疹、風疹」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診断、4.合併症、5.

治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。   

実施時期：第 13 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受

け付け適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「流行性耳下腺炎、水痘」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診断、

4.合併症、5.治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。   

実施時期：第 13 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受

け付け適宜指導する。  

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

課題研究

３ 

課題研究テーマ：「突発性発疹、手足口病」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診断、

4.合併症、5.治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。  

 実施時期：第 13 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受

け付け適宜指導する。  

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

課題研究

４ 

課題研究テーマ：「伝染性紅斑、伝染性膿痂疹」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診

断、4.合併症、5.治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。   

実施時期：第 13 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受

け付け適宜指導する。  

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） コンピュータサイエンスⅠ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1311 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

素晴らしい機能を発揮しているコンピュータは、実は、基本的には単純な処理しか行っていない。しか

し、その単純な処理を巧妙に組み合わせることによって、素晴らしい機能を発揮しているのである。 

本講義では、コンピュータの基本的な働きを理解し効果的に活用していくために、また、将来、高等学

校の教科「情報」の講義が担当できるように、教員採用試験に出題された問題や日常生活に現れる具体的

な問題を例に取りながら、次の考え方・方法論を学ぶ。すなわち、コンピュータ内部におけるデータの表

し方、論理演算とブール代数、論理回路、論理関数や論理回路の簡単化の方法について学ぶ。 

８．学習目標 

以下について学習し、教科「情報」の授業を教えることが出来るようになることを学習目標とする。 

１．コンピュータ内部におけるデータの表し方、特に、2進表現、8進表現、負の数や実数の表し方と、相

互変換法について学ぶ。 

２．コンピュータの中では、あらゆる処理が1と0の組み合わせ、すなわち、論理演算で行われている。同

じ論理演算でも、様々な表し方があるので、より簡単な論理関数を求める方法について学ぶ。 

３．論理演算は、論理回路によって具体的に実現される。加算回路や誤り検出回路・誤り訂正回路のよう

な論理回路の構成法について学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

テーマ毎に、授業内容に基づく課題を出題する。課題の内容は、主に教科書や配付資料内の演習問題など

から出題され、受講者には授業担当者の指示に従ってレポートを作成および提出することが求められる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】清水賢資著『ディジタル情報回路 第２版』森北出版。 

【参考書】講義の中で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

情報の科学的理解とその教授に必要な基本理論を理解しているか。 

(1)データのコンピュータ内部表現に関する基礎事項 

(2)論理演算と情報機器に関する基礎事項 

○評定の方法 

試験 50%、提出物（レポート等）30%、受講姿勢 20%で評価。 

※試験を総合演習課題提出にかえて実施する場合がある。 

12．受講生への 

メッセージ 

コンピュータサイエンスに関する専門的な内容を学んでいくことになりますので、意欲的に取り組むよう

に。また、欠席および遅刻した分の遅れを取り戻すには、遅れたコマ数以上の時間と労力が必要になりま

す。よって、欠席や遅刻をしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回の授業で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 

事前学習 
シラバスと指定教科書の内容を確認し、今後の学習事項について把

握する。 

事後学習 
オリエンテーションで学習した重要事項を学習ノート等に整理し、

記憶の定着を促す。 

第２回 情報表現１（２進数と 10進数） 

事前学習 
「２進数と 10進数」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本

時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「２進数と 10進数」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容

の理解を深め、記憶の定着を促す。 

第３回 情報表現２（８進数、16進数） 

事前学習 
「８進数、16 進数」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本

時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「８進数、16 進数」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容

の理解を深め、記憶の定着を促す。 

第４回 情報表現３（実数の表現） 

事前学習 
「実数の表現」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本時の学

習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「実数の表現」の練習問題及び応用問題に取り組み、理解を深め、記

憶の定着を促す。 

第５回 情報表現４（負数・補数） 

事前学習 
「負数・補数」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本時の学

習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「負数・補数」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容の理解

を深め、記憶の定着を促す。 



 

 

 

第６回 情報表現５（固定小数点数） 

事前学習 
「固定小数点数」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本時の

学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「固定小数点数」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容の理

解を深め、記憶の定着を促す。 

第７回 情報表現６（浮動小数点数） 

事前学習 
「浮動小数点数」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本時の

学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「浮動小数点数」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容の理

解を深め、記憶の定着を促す。 

第８回 
コンピュータの仕組み１ 

（論理演算①） 

事前学習 
「論理演算①」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本時の学

習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「論理演算①」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容の理解

を深め、記憶の定着を促す。 

第９回 
コンピュータの仕組み２ 

（論理演算②） 

事前学習 
「論理演算②」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本時の学

習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「論理演算②」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容の理解

を深め、記憶の定着を促す。 

第１０回 
コンピュータの仕組み３ 

（論理回路の基礎） 

事前学習 
「論理回路の基礎」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本時

の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「論理回路の基礎」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容の

理解を深め、記憶の定着を促す。 

第１１回 
コンピュータの仕組み４ 

（論理回路の設計） 

事前学習 
「論理回路の設計」に関する例題及び練習問題を事前に解いて、本時

の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「論理回路の設計」の練習問題及び応用問題に取り組み、学習内容の

理解を深め、記憶の定着を促す。 

第１２回 コンピュータの動作と命令１ 

事前学習 
「コンピュータの動作と命令１」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「コンピュータの動作と命令１」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深め、記憶の定着を促す。 

第１３回 コンピュータの動作と命令２ 

事前学習 
「コンピュータの動作と命令２」に関する例題及び練習問題を事前

に解いて、本時の学習内容と特に理解を要する箇所の把握に努める。 

事後学習 
「コンピュータの動作と命令２」の練習問題及び応用問題に取り組

み、学習内容の理解を深め、記憶の定着を促す。 

課題研究

１ 

テーマ ：コンピュータの歴史と利用についてまとめ， 

なぜコンピュータの構成や情報の処理の仕方を学ぶ必要があるのか自分の意見をまとめよ 

レポート形式：A4 1200字程度 

提出期限：第 8回目の授業にて提出 

事後学習：他の学生との意見交換後，再度まとめる 

課題研究

２ 

テーマ ：プログラム言語の種類と特徴についてまとめ，プログラミング教育の必要性， 

および各学齢に応じたプログラミングとはどのようなものか良いのか自分の意見を述べよ。  

レポート形式：A4 1200字以上 2000字以内 

提出期限：第 13回目の授業にて提出 

事後学習：他の学生との意見交換後，再度まとめる 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） コンピュータネットワークⅠ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT2321 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

インターネットをはじめとしたコンピュータネットワークの仕組みを理解することは、情報化社会をリー

ドする人材にとって必要不可欠の事柄である。本科目では、演習を通してコンピュータネットワークの基礎
を学び、現在の情報通信を担っている仕組みを理解する。具体的には OSI モデル、特に物理層とデータリン
ク層を学ぶ。 

８．学習目標 

次の概念を理解することを目標とする。 

１．情報ネットワークプロトコルの仕組み（特に物理層とデータリンク層） 

２．データ通信を可能にした基本的なハードウエア装置の仕組み、およびデータ転送の仕組み 

３．データ通信に関する国際規格（OSI、IEEE802.x、ITU-T系プロトコルなど） 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

教科書および配布資料を基に、各回の終了毎に演習問題等を課す。 

また，期中にInterop(イベント)に参加することを条件とし，レポートを課す。 
ただし実習等にて日程が合わない場合は代替レポートに代える。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】初回授業時に提示する 

【参考書】A.S. タネンバウム著『コンピュータネットワーク第 4版』日経 BP社。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

①情報ネットワークプロトコルの仕組み（特に物理層とデータリンク層）について理解できたか。 

②データ通信を可能にした基本的なハードウエア装置の仕組み、およびデータ転送の仕組みについて理解で

きたか。 

③データ通信に関する一番重要な国際規格（OSI、IEEE802.x、ITU-T 系プロトコルなど）について理解でき

たか。 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、小テストの結果など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

専門用語が多く、数学的概念が多い科目である。自ら積極的に学ぶ姿勢を期待する。 

また、演習問題は確実に解くように。事前・事後学習の有無が理解度を大きく左右するため、怠らない事。 

13．オフィスアワー 初回講義時に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1 回 符号化と規格・アナログとデジタル 

事前学習 教科書 第 1章を読み理解する。 

事後学習 
符号化と規格・アナログとデジタルについての演習

課題を解く。 

第 2 回 通信ネットワークの伝送方式 
事前学習 教科書 第 2章 2.1-2.2-2,2.3-2.5を読み理解する。 

事後学習 伝送方式について演習課題を解く。 

第 3 回 OSIの原則とその考え方,階層構造 
事前学習 教科書 第 3章 3.1.2を読み理解する。 

事後学習 OSIの階層構造についての演習課題を解く。 

第 4 回 OSIの階層構造 物理層 
事前学習 教科書 第 3章 pp.64-65を読み理解する。 

事後学習 OSIの物理層についての演習課題を解く。 

第 5 回 OSIの階層構造 データリンク層 
事前学習 

OSIの階層構造 データリンク層についての 
事前配布資料を読み理解する。 

事後学習 OSIのデータリンク層について演習課題を解く。 

第 6 回 OSIの階層構造 ネットワーク層 
事前学習 

OSIの階層構造 ネットワーク層についての 

事前配布資料を読み理解する。 

事後学習 OSIのネットワーク層について演習課題を解く。 

第 7 回 OSIの階層構造 第４～第７層 
事前学習 教科書 第 3章 pp.66-67を読み理解する。 

事後学習 OSIの第 4～第 7層についての演習課題を解く。 

第 8 回 通信サービスの種類について 
事前学習 教科書 第 4章 4.1-4.5を読み理解する。 

事後学習 通信サービスの種類についての演習課題を解く。 

第 9 回 
ローカルエリアネットワーク（LAN）の基礎知
識・基礎技術 

事前学習 教科書 第 4章 5.1-5.5を読み理解する。 

事後学習 
ローカルエリアネットワーク（LAN）の 

基礎知識・基礎技術についての演習課題を解く。 

第 10 回 インターネットと TCP/IP 
事前学習 教科書 第 6.7章 6.1-7.3を読み理解する。 

事後学習 TCP/IPについての演習課題を解く。 

第 11 回 情報ネットワークにおけるセキュリティ技術 

事前学習 教科書 第 8章 8.1-8.5を読み理解する。 

事後学習 
情報ネットワークにおけるセキュリティ技術につい
ての演習課題を解く。 

第 12 回 演習問題 
事前学習 過去の演習問題の見直しを行う。 

事後学習 講義中に行った演習課題の見直しを行う。 

第 13 回 総復習 
事前学習 講義内容全般の見直しを行う。 

事後学習 全講義を通して理解不足だった箇所を自ら補う。 

  



 

 

 

課題研究
１ 

テーマ ：コンピュータネットワーク技術の標準化はなぜ必要であるのか，歴史的背景をもとに述べよ。 

形  式 ：A4 １枚（1200字）程度 

期  限 ：第 12回授業時 

事後学習：意見交換をもとに学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

テーマ ：インターネットが急速に普及した要因にはどのようなものがあっただろうか，これまでの通信インフラと

の違いも含め述べよ 

形  式 ：A4 １枚（1200字）程度 

期  限 ：第 8回授業時 

事後学習：意見交換をもとに学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 
B5 編 A 編 

B5 編 B 編 
２．授業担当教員 村川 浩一 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題につ

いても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個

人の役割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察

を深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 
1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 
2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 

3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 
4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 
5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 

6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポー

ト課題 

１．授業の最後に当日の講義内容の要点、意見メモを提出する。 

２．レポート課題①②「社会福祉のキーワード」（1000字程度） 
３．レポート課題③「現代日本の福祉課題」1000字程度にまとめ提出 
４．レポート課題④留学生「出身国の福祉課題」  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

  6つの目標について関心を高め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

  6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

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

12．受講生への 
メッセージ 

本講義は社会福祉を学ぶ上で基本的・基礎的な内容が中心となっており、講義に集中しノートを作り復
習することで、将来の福祉実習や仕事にも役立つ。意見や質問を遠慮せず出してみよう。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡します。 

14．授業展開及び授業内容   

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション  
講義のすすめ方、講師紹介 
福祉とは、社会福祉とは 

事前学習 教科書用意、シラバス確認 

事後学習 講義資料等の復習（配付された資料による） 

第２回 
ディスカッション「福祉への関心」 
・社会福祉への関心、意見交流 

・社会福祉への動機づけ 

事前学習 前回資料の復習、シラバス確認 

事後学習 講義資料等の復習（配付された資料等） 

第３回 
社会福祉の歴史・欧米の動き(1)近代 
（英国救貧法～新救貧法～ドイツ社会保険） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（英国救貧法・新救貧法等） 

第４回 
社会福祉の歴史・欧米の動き(2)現代 
1929年大恐慌、べバリッヂ報告他 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（ベバリッジ報告その他） 

第５回 
社会福祉の歴史・日本の動き(1)明治～戦前 
（恤救規則、救護法ほか） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（救護法その他） 

第６回 
社会福祉の歴史・日本の動き(2)戦後～現代 

（福祉３法・福祉６法、社会保障構造改革） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（戦後日本の福祉法制度） 

第７回 
社会福祉の理念（日本国憲法第 25 条、共感・

社会連帯・QOL・ノーマライセーション） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（日本国憲法ほか） 

第８回 
社会福祉の理念・ソーシャルワーク 
(1)リッチモンド、ティトマス他 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（リッチモンド・テイトマス他） 

第９回 
社会福祉の理念・ソーシャルワーク 
(2)診断主義～機能主義、市民参加 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（診断主義・機能主義ほか） 

第１０回 
社会福祉の政策(1)福祉国家の役割 
・3つの福祉資本主義、日本は？ 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉国家・Eアンデルセン他） 

  



 

 

第１１回 
社会福祉の政策(2)日本の福祉政策 

・少子高齢化、貧困問題への対応等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉政策・少子高齢化ほか） 

第１２回 
社会福祉における行政の役割(1) 

（国＝中央政府）厚生労働省 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（厚生労働省・地方自治体の機関） 

第１３回 
社会福祉における行政の役割(2) 
（地方自治体・福祉事務所・児童相談所他） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉事務所・児童相談所ほか） 

第１４回 
社会福祉における民間の役割(1) 
・社会福祉法人、社会福祉協議会・農協・生協 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（社会福祉法人・社協その他） 

第１５回 
社会福祉における民間の役割(2) 
・ボランティア活動、NPO等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（ボランティア等民間福祉活動） 

第１６回 
直接援助技術(1)ケースワーク 
・ケースワークの意義、過程等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（個別援助技術） 

第１７回 
直接援助技術(2)グループワーク他 

・グループワーク、ケースワーク（復習） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（集団援助技術その他） 

第１８回 
間接援助技術(1)コミュニティワーク 

・コミュニティワークと地域社会他 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（地域社会・地域援助技術） 

第１９回 
間接援助技術(2)スーパービジョン他 
・ケースワーク、コミュニティワーク（復習） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（スーパーヴィジョン他） 

第２０回 
関連援助技術(1)ネットワーク、ケアマネジメ
ント他 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 
講義資料等の復習（ネットワーク、ケアマネジメント
他） 

第２１回 
社会福祉の課題(1)財源確保・配分、消費税率
改訂（複数税率を含む） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉財源・消費税その他） 

第２２回 
社会福祉の課題(2)人材の確保・養成・専門職
制度、海外からの人材ほか 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉人材・外国人労働者） 

第２３回 
社会福祉の課題(3)少子高齢化への対応等 
（保育所待機児童問題ほか） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（保育その他・少子化対策） 

第２４回 
社会福祉の課題(4)子育て支援、子ども食堂と
は、低所得者支援等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（低所得者支援ほか） 

第２５回 
関連制度への理解（保健医療・住宅・教育・雇

用労働その他） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（関連制度施策など） 

第２６回 
総括講義(1)社会福祉の課題、(2)海外に学ぶ

(英国、ドイツ、スウェーデン等) 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（配布プリントによる） 

課題研究 

1 

 

課題内容：社会福祉の基本・基礎として、キーワードを学習しよう。 
形式：レポート提出（10題×100字程度）授業の際に提示する。 

実施時期：2020年 6月中 
提出期限：2020年 6月 30日（火）/7月 3日（金） 
事後学習：テキスト・参考文献で学習を深める。 

課題研究 

2 

 

課題内容：社会福祉の基本・応用として、キーワードを学習しよう。 
形式：レポート提出（10題×100字程度）授業の際に提示する。 
実施時期：2020年 7月中 

提出期限：2020年 7月 28日（火）/7月 31日（金） 
事後学習：テキスト・参考文献で学習を深める。 

課題研究 

3 

課題内容：現代日本における社会福祉の課題について、小論文にまとめてみよう。 
形式：レポート課題（1000字程度）例：少子高齢化、子どもの貧困、津久井やまゆり園殺傷事件、その他 
実施時期：2020年 8月中 

提出期限：2020年 8月 25日（火）/8月 28日（金） 
事後学習：テキスト・参考文献で学習を深める。 

課題研究 

4 

課題内容：出身国における社会福祉の課題について、小論文にまとめてみよう。 

形式：留学生のレポート提出（1000字程度）例：新型コロナ感染症対策への各国の対応など 
実施時期：2020年 8月～9月 
提出期限：2020年 9月 8日（火）/9月 11日（金） 

事後学習：テキスト・参考文献で学習を深める。 

期末試験 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　川崎市役所民生局・社会福祉主事（福祉事務所・リハビリテーションセンター等）や厚生省大臣官房老人保健福祉部で福祉専門官（高齢者政策全般を担当）としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位

数） 
算数（小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDEL2302 

EDEL1302 
２．授業担当教員 丹 洋一 

４．授業形態 講義と演習，実習（ディスカッション・グループ学習，製作活動） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この科目を履修することによって，学ぶ立場での算数への苦手意識を払拭するだけでなく，更に，算数を

教える立場での算数科特有の論理的思考力を習得することができる。 

本科目では，算数科の 4 領域「数と計算」・「図形」・「測定／変化と関係」・「データの活用」の内容を一段
深め，再学習する。日常の様々な事象に問題を発見し，整理して見通しを立てて解決する能力を高め，算数

的な感覚を豊かにし，算数を生活に生かそうとする態度を育成する教員となるための素養を身につける。本
講義での数学的活動や様々な体験を通し，より高い数学的見地に立った教材分析や指導・評価方法等の日頃
の教育実践に生かせる教材研究力を習得することができる。 

８．学習目標 

１．「数学的活動」を通して 4 領域「数と計算」・「図形」・「測定／変化と関係」・「データの活用」の内容を再
学習し，数学教育の意義を感得し，算数的な事象について進んで考えようとするようになる。 

２．算数の領域の関連に基づいて，より高度な数学的思考ができるようになる。 

３．算数・数学に関する問題解決の技能を復習し，習得することができるようになる。 

４．数学教育史を基に数学教育の今日的課題を知り，教育内容の学年・領域の関連はもとより，算数・数学
の教材研究・教材開発に耐えうる広範な知識やと数学に関する学力を習得することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

問題解決における思考力の向上と算数的活動のあり方を習得するため，以下の課題に取組む。 

課題１：下位目標行動の分析 

課題２：車、日時計等の製作 

課題３：逆遠近法を利用した作品の制作 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】①文部科学省『小学校学習指導要領解説 算数編』，日本文教出版,2018。 

②守屋誠司編著『教科力シリーズ 小学校 算数』，玉川大学出版部，2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（1）「数学的活動」を通して 4 領域「数と計算」・「図形」・「測定／変化と関係」・「データの活用」の内容を

再学習し，数学教育の意義を感得し，身の回りの事象を数学的な視点でとらえ，教員に必要な幅広い教養を

身につけようとするようになったか。（関心・意欲・態度） 

（2）算数の学習内容の学年・領域間の系統性をふまえ，ほぼ国際共通である数学的思考・表現を通して，コ

ミュニケーション能力を高めることができるようになったか。（数学的思考・表現） 

（3）算数・数学の問題解決で必要とされる技能を復習し，正確さを向上し，教育実践力の基礎を習得するこ

とができるようになったか。（技能） 

（4）数学教育史や今日的課題を知り、教員採用試験に合格できる数学 I・A レベルの知識を再確認し、算数

科の教材研究の基礎となる学習内容や ICT 活用への理解を深め，教師として必要な専門的知識を習得するこ

とができるようになったか。（知識・理解） 

○評定の方法 

本授業の 4 つの学習（到達）目標への達成度について，下記の評価対象・方法により総合的に評価を行う。 

上記（1）の関心・意欲・態度について …… 授業への積極的参加度   …… 10％ 

上記（2）の数学的思考・表現について …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

上記（3）の技能について       …… 講義の課題または期末試験  …… 30％ 

上記（4）の知識・理解について    …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

なお，本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の最低条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

数学が苦手な人も、それを自分の弱点と思うのでなく、その経験を子どもへの指導に生かせるように、ま

ず自分自身が分かったと実感できるように積極的に学習に参加すること。 

１．学生証を必ず持参し，授業中は机上に提示しておくこと。（出席点検・加減点に使用するため。） 

２．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

３．私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

４．毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

５．試験勉強・受験勉強で役立つよう，学習したページには付箋を貼ること。 

６．製作活動には，直定規・分度器・コンパス・はさみ・のりを準備・持参すること。 

13．オフィスアワー Office-Hourは第 1回に提示する。予約済時間で無駄足にならぬよう，E-mailで Appointmentをとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

算数科の学習内容と特色について 

事前学習 
第 1章 算数科の学習内容と特色 PP.9～20を

2回通読し，分からない言葉を調べる。 

事後学習 
算数科の学習内容と特色 の要点をまとめ

る。 

第２回 

数と計算 １ 

 数の構造の問題 

数の構造について 

事前学習 
第 2章 数と計算 1 PP.21～32を 2回通読し，

分からない言葉を調べる。 

事後学習 数の構造 の要点をまとめる。 

第３回 

数と計算 ２ 

 演算の意味の問題 

演算の意味について 

事前学習 
第 3章 数と計算 2 PP.33～43を 2回通読し，

分からない言葉を調べる。 

事後学習 演算の意味 の要点をまとめる。 

  



 

 

第４回 

数と計算 ３ 

 代数の問題 

代数の導入について 

事前学習 
第 4章 数と計算 3 PP.44～56を 2回通読し，

分からない言葉を調べる。 

事後学習 代数の導入 の要点をまとめる。 

第５回 

量と測定 １ 

 単純量の問題 

基本的な量について 

事前学習 
第 5章 量と測定 1 PP.57～71を 2回通読し，

分からない言葉を調べる。 

事後学習 基本的な量 の要点をまとめる。 

第６回 

量と測定 ２ 

 複合量の問題 

複合的な量について 

事前学習 
第 6章 量と測定 2 PP.72～80を 2回通読し，

分からない言葉を調べる。 

事後学習 複合的な量 の要点をまとめる。 

第７回 

図形と論理 １ 

 ユークリッド幾何の問題 

ユークリッド幾何について 

事前学習 
第 7 章 図形と論理 1 PP.81～92 を 2 回通読

し，分からない言葉を調べる。 

事後学習 ユークリッド幾何 の要点をまとめる。 

第８回 

図形と論理 ２ 

 多様な幾何の問題 

いろいろな幾何について 

事前学習 
第 8章 図形と論理 2 PP.93～104を 2回通読

し，分からない言葉を調べる。 

事後学習 いろいろな幾何 の要点をまとめる。 

第９回 

図形と論理 ３ 

 論理の問題 

論理について 

事前学習 
第 9 章 図形と論理 3 PP.105～118 を 2 回通

読し，分からない言葉を調べる。 

事後学習 論理 の要点をまとめる。 

第１０回 

数量関係 １ 

 関数の問題 

関数について 

事前学習 
第 10章 数量関係 1 PP.119～140を 2回通読

し，分からない言葉を調べる。 

事後学習 関数 の要点をまとめる。 

第１１回 

数量関係 ２ 

 確率の問題 

確率と基本統計，推測統計について 

事前学習 
第 11 章 数量関係 2 PP.141-169 を 2 回通読

し，分からない言葉を調べる。 

事後学習 確率と統計 の要点をまとめる。 

第１２回 
他教科との連携  

 美術と数学 模様やトリック・アートについて 

事前学習 
第 13章・14章 他教科との連携 PP.183～208

を 2回通読し，分からない言葉を調べる。 

事後学習 理科・美術と数学 の要点をまとめる。 

第１３回 

問題解決 

 全国学力・学習状況調査 算数 B問題 

問題解決と数学的モデリングについて 

事前学習 

第 12 章  問題解決と数学的モデリング 

PP.170-182を 2回通読し，分からない言葉を

調べる。 

事後学習 
問題解決と数学的モデリング の要点をまと

める。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１５章いろいろな問題について通読した上で、その中の問題について課題を解く。 

提出形式：A4プリント２枚程度。 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の開始時に提出する。提出後、問題についての解説を、７回の授業内容と合わせて実施する。 

事後学習：間違い直しをした上で、学んだことをまとめること。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 13章・14章で学んだ日時計の制作 

提出形式：自分で作ったオリジナル日時計の提出 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の開始時に提出する。提出後、出品作品の課題についての解説を、１３回の授業内容と合わせて実

施する。 

事後学習：理科・美術等の他教科と数学教育の関係について、学んだことをまとめること。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 算数（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2302 

２．授業担当教員 守屋 誠司 

４．授業形態 講義と演習，実習（ディスカッション・グループ学習，製作活動） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この科目を履修することによって，学ぶ立場での算数への苦手意識を払拭するだけでなく，更に，算数

を教える立場での算数科特有の論理的思考力を習得することができる。 

本科目では，算数科の 4 領域「数と計算」・「図形」・「測定／変化と関係」・「データの活用」の内容を一
段深め，再学習する。日常の様々な事象に問題を発見し，整理して見通しを立てて解決する能力を高め，

算数的な感覚を豊かにし，算数を生活に生かそうとする態度を育成する教員となるための素養を身につけ
る。本講義での数学的活動や様々な体験を通し，より高い数学的見地に立った教材分析や指導・評価方法
等の日頃の教育実践に生かせる教材研究力を習得することができる。 

８．学習目標 

１．「数学的活動」を通して 4 領域「数と計算」・「図形」・「測定／変化と関係」・「データの活用」の内容を
再学習し，数学教育の意義を感得し，算数的な事象について進んで考えようとするようになる。 

２．算数の領域の関連に基づいて，より高度な数学的思考ができるようになる。 

３．算数・数学に関する問題解決の技能を復習し，習得することができるようになる。 

４．数学教育史を基に数学教育の今日的課題を知り，教育内容の学年・領域の関連はもとより，算数・数
学の教材研究・教材開発に耐えうる広範な知識やと数学に関する学力を習得することができるように

なる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題１：和算の計算問題のレポート（A4 2枚） 

課題２：死海の求積のレポート(A4 1枚) 

課題３：長方形模様と正方形模様を描く 

課題４：ハンドバッグと宝箱の製作 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】守屋誠司編著、教科力シリーズ『小学校 算数』玉川大学出版部、2015。 

【参考書】授業中に紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

（1）「数学的活動」を通して 4 領域「数と計算」・「図形」・「測定／変化と関係」・「データの活用」の内容

を再学習し，数学教育の意義を感得し，身の回りの事象を数学的な視点でとらえ，教員に必要な幅広い教

養を身につけようとするようになったか。（関心・意欲・態度） 

（2）算数の学習内容の学年・領域間の系統性をふまえ，ほぼ国際共通である数学的思考・表現を通して，

コミュニケーション能力を高めることができるようになったか。（数学的思考・表現） 

（3）算数・数学の問題解決で必要とされる技能を復習し，正確さを向上し，教育実践力の基礎を習得する

ことができるようになったか。（技能） 

（4）数学教育史や今日的課題を知り、教員採用試験に合格できる数学 I・A レベルの知識を再確認し、算

数科の教材研究の基礎となる学習内容や ICT 活用への理解を深め，教師として必要な専門的知識を習得す

ることができるようになったか。（知識・理解） 

○評定の方法 

本授業の 4 つの学習（到達）目標への達成度について，下記の評価対象・方法により総合的に評価を行う。 

上記（1）の関心・意欲・態度について …… 授業への積極的参加度   …… 10％ 

上記（2）の数学的思考・表現について …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

上記（3）の技能について       …… 講義の課題または期末試験  …… 30％ 

上記（4）の知識・理解について    …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

なお，本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の最低条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

① 実習を伴うため，必要な材料や道具を忘れないようにすること。 

② 受講者の学力，理解度，作業スピード等によって内容を変更する場合がある。 

③ 期末試験では，各講義で扱った内容の中からいくつかを取り上げて，詳しく記述することを求めるの

で，各講義でしっかりとノートを取り，確実に理解するようにしておくこと。 

13．オフィスアワー 金曜日 12:15-13:15 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション，数学教育学入門，数学教育史（明

治から終戦まで），2次方程式の解の公式，ピタゴラス

の定理 

事前学習 第 1章を予習する。 

事後学習 和算の問題を解く。 

第２回 
数と計算, 数とは何か（自然数，整数，実数）， 

基礎計算の確認テスト 

事前学習 第 2章を予習する。 

事後学習 循環無限小数を分数表現する。 

第３回 図形，不定形の求積（区分求積の応用） 
事前学習 第 12章第 1節を予習する。 

事後学習 台形近似を使って，湖の面積を求める。 

第４回 測定，曲線の長さ(1)（曲率と作図） 

事前学習 第 12章第 2節を予習する。 

事後学習 円の性質の利用法をまとめておく。 



 

 

第５回 図形, 平面図形（長方形模様），群論の入門 

事前学習 第 13章第 1節を予習する。 

事後学習 180度回転の長方形模様を作成する。 

第６回 図形, 平面図形（正方形模様） 

事前学習 前時の内容を十分に理解しておく。 

事後学習 90度回転の正方形模様を作成する。 

第７回 
図形，立体幾何(1) 

（2面角，2面角分度器，ハンドバッグ作り） 

事前学習 第 12章第 4節を予習する。 

事後学習 ハンドバッグを制作してその 2面角計測する。 

第８回 図形，立体幾何(2)（宝箱作り） 

事前学習 前時の内容を十分に理解しておく。 

事後学習 十字形の展開図を元に，宝箱を制作する。 

第９回 変化と関係，図形，射影幾何学(1)（数学的遠近法） 

事前学習 相似図形と相似比について予習する。 

事後学習 幾何の証明を復習する。 

第１０回 
変化と関係，図形，射影幾何学(2)（トリックアートの

制作） 

事前学習 第 13章第 2節を予習する。 

事後学習 オリジナルのトリックアートを作成する。 

第１１回 
データの活用，記述統計の初歩(1) 

度数分布とヒストグラム，平均値，中央値，最頻値 

事前学習 第 11章を予習する。 

事後学習 データを本に各種統計値を計算できるようにする。 

第１２回 
データの活用，記述統計の初歩(2) 

分散，標準偏差，散布図と相関係数 

事前学習 前時の内容を十分に理解しておく。 

事後学習 標準偏差，散布図の復習をする。 

第１３回 算数科のバックにある数学のまとめ 

事前学習 授業内容を整理し，疑問点をまとめる。 

事後学習 これまでの学習内容を復習する。 

課題研究 

1 

課題研究のテーマ：台形の積み上げで近似する方法と，もう一つ別の方法で，神奈川県の面積を求めよ。 

レポート形式：本文は A4用紙 2枚。これ以外に作図や作業過程が残っている地図等を別紙に添付する。 

実施時期：第 3回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。提出後，添削・採点等を行い返却する。添削等に質問等がある場合は毎回

の授業で受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート等で学んだことを整理しておく。 

課題研究 

2 

 

課題研究のテーマ：台紙が正方形の画用紙に模様を描きたい。運動の観点からみると，何種類の模様が描けるか。正方

形の基本の運動を考え，その集合や部分集合から乗積表を作り，群の観点から分析してまとめよ。さらに，正方形の台

紙に 90°回転模様を描け。 

レポート形式：本文は A4用紙 2枚（2500字程度）。作品は別紙に添付する。 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。提出後，添削・採点等を行い返却する。添削等に質問等がある場合は毎回の授

業で受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート等で学んだことを整理しておく。 

期末試験 

 



 

１．科目名（単位数） ジェンダー論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1331 

２．授業担当教員 板井 広明 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「女は家庭のなかで子育てをすることに向いている」とか「男は外で仕事をすることに向いている」といっ

た「女らしさ」や「男らしさ」は、長い間、身体の仕組みや本能などの生物学的要因によって決定されるも

のだと考えられてきた。しかし、20世紀の後半から、「女らしさ」「男らしさ」の区別は、社会的・文化的要

因と深く関係していると考えられるようになった。「ジェンダー」とは、このような社会的・文化的に形成さ

れた性別を意味し、「女らしさ」「男らしさ」の社会的な側面に注目した概念である。本講義では、「ジェンダ

ー」という言葉の意味を理解した上で、現代社会の様々な社会現象・社会問題に対して、「ジェンダー」の観

点から関心をもち、分析・考察し、表現する力を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

本講義の目的を達成するために、以下の3つの到達目標を設定する。 

1)「ジェンダー」の概念とその意義を理解した上で、わかりやすく説明することができる。 

2) 現代社会における家族、労働、家事、育児、介護等の諸問題に内在する「ジェンダー」に関心をもち、

それぞれの課題について他の受講者の意見を尊重した上で議論することができる。 

3) 本授業での学びの成果をもとに、「ジェンダー」の観点から、現代社会における様々な社会現象・社会

問題を分析・考察し、自らの意見を適切な表現を用いて表現することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

「江口某の不如意研究室」（http://yonosuke.net/eguchi/）のページにある「勉強の仕方」の34記事すべて
を講義第10回目までには熟読して自家薬籠中のものとしておくこと。詳しくは講義で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】加藤秀一『はじめてのジェンダー論』有斐閣、2017。 

【参考書】加藤・海老原・石田『ジェンダー（図解雑学）』ナツメ社、2005。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・「ジェンダー」の概念とその意義を理解できたか。 

・現代社会に内在する「ジェンダー」の課題に関心をもち、それに対する自らの意見を深めることができた

か。 

・「ジェンダー」の観点から、現代社会における様々な社会現象・社会問題を分析、考察することができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「男らしくしなさい」、「女らしくしなさい」といった言葉に違和感を覚えた人、あるいは違和感など覚えな

いという人、どちらの人も是非この講義をとってください。なぜ違和感を覚えるのか、なぜ違和感を覚えな
いのかの理由がわかります。また映像資料や参考資料を元にしてディスカッションも行います。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ジェンダーとは何か 
事前学習 指定テキストの「はじめに」を読んで来ること。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第２回 ジェンダーとの遭遇 
事前学習 指定テキストの第 1章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第３回 「女」「男」とは誰のことか 
事前学習 指定テキストの第 2章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第４回 性別という壁：トランスジェンダー 
事前学習 指定テキストの第 3章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第５回 
ジェンダーと性愛：セクシュアリティ
ー 

事前学習 指定テキストの第 4章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第６回 「女らしさ」の非論理 
事前学習 指定テキストの第 5章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第７回 生物学と性差 
事前学習 指定テキストの第 6章を読む。 

事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第８回 性差と性役割 
事前学習 指定テキストの第 7章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第９回 マンガとジェンダー 
事前学習 指定テキストの第 8章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第１０回 性暴力とジェンダー 
事前学習 指定テキストの第 9章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第１１回 セクハラへの視点 
事前学習 指定テキストの第 10章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第１２回 ジェンダー不平等と企業システム 
事前学習 指定テキストの第 11章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

第１３回 性別役割分業と女性の身体 

事前学習 指定テキストの第 12章を読む。 
事後学習 講義に関する疑問点を整理し図書館等で調べ、理解を深める。 

事後学習 
13回に及ぶ講義の内容を整理し、疑問点を整理し図書館等で調
べ、理解を深める。 

課題研究 
1 

課題：第 1～5回の講義内容を踏まえて、「ジェンダー、セックス、セクシュアリティーの違い」をまとめよ。 
形式：A4 サイズ 1 枚（千字程度）。課題研究１と同様、「９．」で紹介している江口聡（京都女子大学）「レポートの書
き方」と「剽窃について」を熟読して、形式を整えること。なお、表紙は不要である。 

提出期限：第 6回の授業時。添削して返却する。 
事後学習：リポートの添削指導から学んだことをまとめること。 

  



 

課題研究 
2 

課題：第 6～8回の講義内容を踏まえて、「性差と性役割について」まとめよ。 

形式：A4 サイズ 1 枚（千字程度）。課題研究１と同様、「９．」で紹介している江口聡（京都女子大学）「レポートの書
き方」と「剽窃について」を熟読して、形式を整えること。なお、表紙は不要である。 
提出期限：第 9回の授業時。添削して返却する。 
事後学習：リポートの添削指導から学んだことをまとめること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） システム設計 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3315 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

前提知識は特に求めないが、可能であれば何らかのプログラミング言語を用いた経験（授業等で簡単に触れ

た程度で可）があることが望ましい。なお、後続科目である「システム設計演習」では、プログラミング言

語としてJavaを利用する。そのため本科目においても、プログラミング言語Javaの利用を想定した授業を展

開する。 

７．講義概要 

システムを構築あるいは分析するためには、対象とするシステムの分析と業務分析が必要になる。これら

の分析を基に、システムを UML などで記述することで明確な設計を行える。具体的には、この一連の手続

きについて演習を通して学ぶ。また、例題研究によって、各種のシステムがどのようになっているかの分析

や設計記述を行う。 

８．学習目標 

目標は、①情報システムの構築を行うための分析・設計技術の基本知識を習得し、②簡単な情報システム

を、主として構造化設計技法に基づき、自ら設計できるスキルを獲得することである。本科目では、顧客に

よるシステム化要求に基づき、情報システムを構築することを想定する。構築にあたってはウォータフォー

ルモデルをベースにしたシステム開発技法をもとに、DFD(データフロー図)やER (Entity Relationship)な

ど、関連する技法も学ぶ。これにより広く普及している構造化設計技法を習得する。オブジェクト指向技法

（具体的にUMLを通して）を本格的に学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

自分が作成したいシステムを考え、それについてのUML図（オブジェクト図、クラス図、相互作用図、コミュ

ニケーションズ、シーケンス図、ユースケース図、アクティビティ図等）を作成する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

河合昭男『ゼロからわかる UML超入門 [改訂 2版]（かんたん IT基礎講座）』技術評論社、2017。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

中山清喬・ 国本大悟『スッキリわかる Java入門 第 3版』インプレス、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①情報システムの構築を行うための分析・設計技術の基本知識を習得できたか。 

②簡単な情報システムを、主として構造化設計技法に基づき、自ら設計できるスキルを獲得することができ

たか。 

○評定の方法 

平常点(授業への積極的な参加・小テスト・レポート等) 70％ 

最終課題 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

システム設計は、中規模以上のシステムを作成するときにその事前段階として必要とされる作業である。ま

た、オブジェクト指向の概念を学ぶことで、複雑なシステムを設計する際にも実世界の振る舞いに即した設

計が可能になる。この授業ではシステム設計において重要となるオブジェクト指向や UML について、基礎レ

ベルから丁寧に学んでいく。Javaをはじめとしたオブジェクト指向プログラミング言語での実装を視野に入

れながら学ぶ。難解に感じるかもしれないが、実際に手を動かして楽しみながら学んでほしい。 

最終課題は知識を問う期末試験と、UML図等を実際に作成する演習課題とで構成される。 

教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識・技能を学ぶ科目であるため、専門用

語等が多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解することがで

きる学習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

本講義の概要説明、演習環境の構築について  

モデルとは何か 

UML、モデルと模型、ダイアグラム、3 つのモデ

ルとダイアグラムの関係 

事前学習 教科書の CHAPTER 1・2を読む。 

事後学習 
UML の描画に用いるツールの使い方について確認し、

試用してみる。 

第２回 
オブジェクトの理解 

認識対象としてのオブジェクト、状態と責務 

事前学習 教科書の CHAPTER 3を読む。 

事後学習 
オブジェクトの責務、カプセル化という言葉につい

てそれぞれ説明できるようになる。 

第３回 

オブジェクト、クラス、インスタンス 

オブジェクトからクラスへ、クラスとインスタン

スの関係 

事前学習 教科書の CHAPTER 4を読む。 

事後学習 
クラスとインスタンスの違いを理解した上で、これ

らを使うメリットについて説明できるようになる。 

第４回 
クラス図の理解 

オブジェクト図、クラス図 

事前学習 教科書の CHAPTER 5を読む。 

事後学習 
クラス図とオブジェクト図を描き、それらの関係や

違いについて説明できるようになる。 



 

 

 

第５回 

ダイアグラムの理解 

CRCカードを使った概念理解、相互作用図、コミ

ュニケーション図、シーケンス図 

事前学習 教科書の CHAPTER 6を読む。 

事後学習 

ダイアグラムの概念を理解した上で、相互作用図、

コミュニケーション図、シーケンス図の違いを説明

できるようになる。 

第６回 
クラスの分類・整理 

クラス階層、分類の方法、継承 

事前学習 教科書の CHAPTER 7を読む。 

事後学習 
汎化関係の例を、具体例を挙げて説明できるように

なる。 

第７回 

多態性 

継承、抽象クラスと抽象操作、多態性、インタフ

ェース 

事前学習 教科書の CHAPTER 8を読む。 

事後学習 
多態性について、教科書に記載されている事例以外

の具体例を挙げて説明できるようになる。 

第８回 

オブジェクトから内部構造を理解する 

オブジェクトの分解、UMLの関連からの整理、汎

化と集約による整理 

事前学習 教科書の CHAPTER 9を読む。 

事後学習 
is-a関係と、has-a関係の違いを、それぞれ例を挙げて説

明できるようになる。 

第９回 

その他のダイアグラム 

ユースケース図、アクティビティ図、UMLの共通

メカニズム、UMLの仕様書 

事前学習 教科書の CHAPTER 10 を読む。 

事後学習 

ユースケース図とアクティビティ図のそれぞれにつ

いて、具体的な図の例を示しながら説明できるよう

になる。 

第１０回 
システム設計の例 

簡単なシステムの設計、システム設計の流れ 

事前学習 システム設計の流れを予習する。 

事後学習 
授業で作成したシステムを参考にして、他のシステ

ムにおける設計の流れを説明できるようになる。 

第１１回 
システムの設計実習(1) 

設計するシステムの検討と発表 

事前学習 設計したいシステムのアイデアを考えておく。 

事後学習 講評をもとにシステムを再考する。 

第１２回 
システムの設計実習(2) 

システムの設計 

事前学習 UMLの描画に用いるツールの使い方を復習する 

事後学習 自宅・大学等のパソコンで課題を進める。 

第１３回 
発表会 

課題に基づいた発表会、講評、まとめ 

事前学習 システムの設計に必要な諸図を完成させる。 

事後学習 
講評をもとに課題を修正し、最終課題として提出す

る。 

課題研究

１ 

課題研究：DFDの描き方と実例レポート 

・DFDとはどのようなものか、自分で調査し、レポートとして整理する。 

・身近にある簡単な作業(たとえば紅茶を淹れる)を、DFDで描き、その内容を自然言語で補足説明する。 

レポート分量：A4用紙数枚程度 

レポート体裁：課題提示時に詳細を説明する 

実施時期：第 6回授業時に課題の詳細を提示し、第 12回授業時に提出する。 

事後学習：各自が作成したレポートを読み合い、相互評価を行う。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポートサ

イトにて提供する。 

課題研究

２ 

課題研究：ER図の描き方と実例レポート 

・ER図とはどのようなものか、自分で調査し、レポートとして整理する。 

・身近にある簡単な状況を、データベース的な観点から ER図で表現する。 

レポート分量：A4用紙数枚程度 

レポート体裁：課題提示時に詳細を説明する 

実施時期：第 6回授業時に課題の詳細を提示し、第 12回授業時に提出する。 

事後学習：各自が作成したレポートを読み合い、相互評価を行う。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポートサ

イトにて提供する。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 肢体不自由教育Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3453 

SCMP3453 

SBMP3453 

SPMP3453 
２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、肢体不自由教育Ⅰで学習した知識を基礎に、医療・福祉など近接分野の最新の動向に関心を
広げながら、より実践的な内容を学習する。具体的には主として自立活動に関する学習指導案の作成・模擬

授業を通して、実態把握やアセスメントの方法、及び評価に関する基礎、教材・教具の意義理解など、肢体
不自由特別支援学校で活かせる実践力を、グループ討議や双方向対話形式で培っていく。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

① 肢体不自由の主な起因疾患と指導上の留意点 
② 肢体不自由児の実態把握・アセスメントの基礎知識 
③ 自立活動の授業づくりや模擬授業、授業研究会に関する取り組み 

④ 身体障害者福祉施策の概要 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

脳性まひ、進行性筋ジストロフィー症のどちらか一つを選択してレポートを提出する（1200字程度）。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】安藤隆男・藤田継道編著『よくわかる肢体不自由教育』ミネルヴァ書房、2015。 
【参考書】竹田一則著『やさしい医学・生理学』ジアース教育新社、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．肢体不自由教育に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。    

２．肢体不自由教育の学習指導案作成と授業づくりを理解し、模擬授業や授業研究に主体的に他と協調しな

がら対処できるようになっているか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 発言、討議、態度、グループワークへの貢献、シートの取り組み等への積極的参加  総合点の４０％ 

２ レポート（模擬授業、テストを含む）          総合点の６０％ 

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

12．受講生への 
メッセージ 

肢体不自由児はその障害の種類・程度・実態も様々です。肢体不自由教育Ⅱでは、自ら問題意識を持ち、

積極的に仲間と協議しながら、肢体不自由児教育の基本姿勢を学び、具体的な学習指導案が立てられるよう
にしていきます。チームでの協同作業となりますので、チーム内での役割を明確に意識してください。 
＊授業には、自らの問題意識を持ち、仲間と協議する気持ちで臨みましょう。様々な人の意見を聴きながら、

自分の考えをまとめていけるようにしていきましょう。 
授業中の私語、携帯電話の作動は禁止します。節度のある態度で授業に臨みましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 肢体不自由とは 
事前学習 肢体不自由とはどういう状態のことか調べておく。 

事後学習 肢体不自由の状態を理解する。 

第２回 肢体不自由の起因疾患・種類 
事前学習 どのような病気が起因疾患か調べておく。 

事後学習 どのような病気が起因疾患かまとめる。 

第３回 肢体不自由児の発達特性 
事前学習 定型発達の運動発達について調べておく。 

事後学習 肢体不自由児の発達特性についてまとめる。 

第４回 肢体不自由児の教育 
事前学習 肢体不自由児の教育課程について調べておく。 

事後学習 自立活動の項目について確認する。 

第５回 脳性まひ児の運動発達と教育的支援について① 
事前学習 脳性まひのタイプについて調べておく。 

事後学習 脳性まひのタイプについて確実にまとめる。 

第６回 
脳性まひ児の運動発達と教育的支援について② 
 肢体不自由児の二次障害について 

事前学習 肢体不自由児の二次障害について調べておく。 

事後学習 二次障害についてまとめる。 

第７回 進行性筋ジストロフィーの病理・生理・心理 
事前学習 筋ジストロフィー症のタイプについて調べる 

事後学習 筋ジストロフィー症の支援について考える。 

第８回 学習指導案作成の準備など（チーム編成） 
事前学習 予め障害の種類を決めておく。 

事後学習 チームの役割分担の確認をする。 

第９回 学習指導案の作成①－１ 
事前学習 本時の達成目標を明確にする。 

事後学習 本時の達成度合いと課題を明確にする。 

第１０回 学習指導案の作成①－２ 
事前学習 本時の達成目標を明確にする。 

事後学習 本時の達成度合いと課題を明確にする。 

第１１回 学習指導案の作成①－３ 
事前学習 発表時の役割を明確にする。 

事後学習 本時の達成度合いと課題を明確にする。 

第１２回 学習指導案の発表１ 
事前学習 発表の準備を確実にする。 

事後学習 他チームからの質問について後日回答する。 

第１３回 学習指導案の作成２ 
事前学習 発表の準備を確実にする。 

事後学習 他チームからの質問について後日回答する。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：第 2回の講義内容を踏まえて「肢体不自由の起因疾患」についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 
実施時期：第 2回の講義終了後に周知する。 
提出期限：第 5回の講義終了時に提出する。 
     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回の講義終了後に教室で行う。 
     添削内容等に質問がある場合は、その後も随時受け付けし指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 



 

 

課題研究 2 

課題研究テーマ：第 7回の講義内容を踏まえて「筋ジストロフィー症の分類」についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 
実施時期：第 7回の講義終了後に周知する。 
提出期限：第 9回の講義終了時に提出する。 
     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回の講義終了後に教室で行う。 
     添削内容等に質問がある場合は、その後も随時受け付けし指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 肢体不自由教育総論 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2454 

SCMP2454 

SBMP2454 

SPMP2454 
２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
肢体不自由教育の基礎科目であることから、履修することが望ましい。 

７．講義概要 

近年、肢体不自由特別支援学校では重複障害や合併症を伴う児童・生徒が増える一方、知的障害を主た

る対象とする特別支援学校や視覚障害や聴覚障害を専門とする特別支援学校、病弱特別支援学校において

も、肢体不自由を合併する児童生徒が増えている。また、医療的ケアを必要とする重症心身障害児が学校

に通ってくるケースも増加するなど、肢体不自由教育の教育課程編成はより一層複雑かつ創意工夫が必要

になっている。さらに、インクルーシブ教育の理念の広がりにより、地域の小中学校に肢体不自由のある

子どもが入学するケースも増加するなど、その必要性は、様々な場所に広がっている。 

このような現状をふまえながら、家庭・地域ならびに医療や福祉の関係機関と連携した教育的支援のあ

り方について、実際的な講義を進めていきたい。 

８．学習目標 

１．肢体不自由教育についての概要を理解し、基礎から発展的に説明できるようになる。 

２．肢体不自由教育の現状と課題について理解し、基礎から発展的に説明できるようになる。 

３．肢体不自由教育の場、教育課程についての知識を、基礎から発展的に身に付ける。 

４．日常生活における家族や医療機関等との連携の実際がわかる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

特別支援学校で行われる「医療的ケア」についてのレポート（1000～1200字） 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】川間健之介・西川公司『肢体不自由児の教育』一般財団法人 放送大学教育振興会、2014。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．肢体不自由教育についての概要を理解し、基礎から発展的に説明できたか。 

２．肢体不自由教育の現状と課題について理解し、基礎から発展的に説明できたか。 

３．肢体不自由教育の場、教育課程についての知識が、基礎から発展的に身についたか。 

４．日常生活における家族や医療機関との連携の実際がイメージできたか。 

５．主体的な発言・取組をし、協調性を発揮して授業に参加できたか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業への積極的参加        総合点の５０％ 

２ レポート             総合点の２０％ 

３ 期末試験             総合点の３０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

肢体不自由教育において現在は身体のケアが大切になっています。身体のケアを進める「自立活動」のあ

り方を知ることは必要不可欠であり、数多くの「訓練法」に関する知識や考え方の良し悪しを学ぶことが

重要となります。また最近では医療的ケア（学校内で行われる簡単な医療的行為）も法的な位置づけが明

確になり、数多くの都道府県で実施が進められています。今後医療的ケアについて知識や技能が必要とさ

れてくることでしょう。特別支援学校教員を目指すみなさんに、わかりやすく幅広い内容で講義を進めて

いきます。 

13．オフィスアワー 講義開始時間の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション&肢体不自由教育につい

て―肢体不自由教育の現状― 

事前学習 
教科書「第１章 肢体不自由教育の基礎的理解を読み「肢

体不自由」の概念等について理解する。 

事後学習 肢体不自由児教育に関して再確認する。 

第２回 
肢体不自由児が学ぶ場について 

―特別支援学校を中心に― 

事前学習 肢体不自由特別支援学校について理解できるようにする 

事後学習 肢体不自由児の教育支援システムを再確認する。 

第３回 
肢体不自由児の療育・福祉・相談事業 

―療育の場・相談の場・福祉制度など― 

事前学習 肢体不自由児の学校外の支援の場を理解し、覚える。 

事後学習 
学校外の支援の場に関し再確認し、その種類等を確実に

覚える。 

第４回 
肢体不自由児の生理・病理１ 

―運動発達の仕組み― 

事前学習 
教科書「３ 肢体不自由児の生理・病理１」を読み、医

学的な観点から理解できるようになる。 

事後学習 筋肉・骨の働きとしくみについて理解できる。 

第５回 
肢体不自由児の生理・病理２ 

―脳性まひ・二分脊椎を中心に― 

事前学習 
教科書「４ 肢体不自由児の生理・病理２」を読み、脳

性まひと二分脊椎について理解できるようになる。 

事後学習 脳性まひと二分脊椎について確実に説明・理解できる。 

第６回 
肢体不自由児の心理１ 

―発達を中心に― 

事前学習 
教科書「５ 肢体不自由児の心理１」を読み、認知・思

考の発達について理解できるようになる。 

事後学習 
肢体不自由児の認知・思考の発達について理解を定着で

きる。 

  



 

 

第７回 
肢体不自由児の心理２ 

―障害特性を中心に― 

事前学習 
教科書「６ 肢体不自由児の心理２」を読み、視知覚や

行動特性について、理解できるようになる。 

事後学習 知覚や行動特性について、確実に理解できる。 

第８回 
肢体不自由教育の教育課程 

―教育課程編成の基本― 

事前学習 
教科書「７ 肢体不自由教育の教育課程」を読み、教育

課程の概念を把握できるようになる。 

事後学習 肢体不自由教育の教育課程ついて、確実に理解できる。 

第９回 

肢体不自由教育の実際１ 

―自立活動の指導Ⅰ― 

（6区分中、1から 3区分まで） 

事前学習 
教科書「８ 肢体不自由教育の実際１」を読み、自立活

動の概要について把握できるようにしておく。 

事後学習 自立活動の概要について、確実に理解できるようになる。 

第１０回 

肢体不自由教育の実際２ 

―自立活動の指導Ⅱ― 

（6区分中、4から 6区分まで） 

事前学習 

教科書「９ 肢体不自由教育の実際２」を読み、自立活

動の指導における「身体の動き」について把握できるよ

うになる。 

事後学習 ポジショニングについて理解できる。 

第１１回 
肢体不自由教育の実際３ 

―重複障害児の理解― 

事前学習 
教科書「12 肢体不自由教育の実際５」を読み、重複障

害児について理解できるようになる。 

事後学習 医療的ケアについて確実に理解できる。 

第１２回 
肢体不自由教育の実際４ 

―重度・重複障害児の指導― 

事前学習 
教科書「13 肢体不自由教育の実際６」を読み、重度・

重複障害児の指導の概要について把握できる。 

事後学習 
個別の指導計画の作成と指導の評価について理解でき

る。 

第１３回 
肢体不自由児教育の今後の課題 

―現状の課題から未来を考える― 

事前学習 
教科書「15 新たな取組と今後の課題」を読み、肢体不

自由教育の課題を考えておく。 

事後学習 肢体不自由教育の課題について、まとめる。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 4回～第 5回までの講義内容を踏まえ、「脳性まひの原因・分類（タイプ）」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 4回の講義時に周知する。 

提出時期：第 7回の講義終了後提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回の講義終了後に教室で行う。 

     添削内容に引き続き質問がある場合には随時受け付け指導を行う。 

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

課題研究

2 

課題研究テーマ：第 11回～第 12回までの講義内容を踏まえ、「医療的ケア」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 11回の講義時に周知する。 

提出時期：第 13回の講義終了後提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を期末試験終了後に教室で行う。 

     添削内容に引き続き質問がある場合には随時受け付け指導を行う。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 肢体不自由者の心理・生理・病理 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2451 

SCMP2451 

SBMP2451 

SPMP2451 

SSMP2351 

２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 講義、演習（グループディスカッション） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

本科目では、脳性まひに代表される脳性疾患と、進行性筋ジストロフィー症に代表される神経・筋疾患や

骨・関節疾患、形態異常や外傷性後遺症に関する心理・病理・生理を学ぶ。医療面での規制が長期化するこ
ともあり、日常生活でも、家族や医療機関との連携を図り、まず、身体上・健康上の環境要因を整える知識・
技術について学ぶ。また、一人ひとりに合わせて支援器具をうまく活用し、住宅環境や教育環境の改善をは

かる点についても理解する。 
このことにより、肢体に障害のある人の「生活の質の向上」や効果的な支援に結びつける。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

① 肢体不自由児の起因や疾患などについての基礎知識 
② 肢体不自由児者や家族に関わる教師としての役割や教育内容 
③ 肢体不自由児者をとりまく地域行政や支援 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

肢体不自由の起因疾患・病理についてのレポート（1200字）。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
竹田一則著『肢体不自由児・病弱児教育のためのやさしい医学・生理学』ジアース教育新社、2010。 
【参考書】 
石部元雄著『肢体不自由児の教育 第 2版』ミネルヴァ書房。 
＊ その他、配布資料、VTRなどを用いて授業を進めていく。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．肢体不自由の心理・生理・病理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。    

２．肢体不自由者への支援を行ううえでのニーズを説明でき、主体的に他と協調しながら具体的に対処でき

るようになっているか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業への積極的参加（発言、討議、態度、グループワークへの貢献、シートの取り組み等）  総合点の

４０％ 

２ レポート（模擬授業、テストを含む）              総合点の６０％ 

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

12．受講生への 
メッセージ 

特別支援学校では、障害の重度重複化・多様化が進み、医療的ケアの必要な児童生徒も微増しています。
障害のある子の教育に携わる場合、各障害の生理・病理・心理的特徴を理解することは不可欠です。知識の
習得に留まらず、障害のある子やその家族の気持ちを理解できるように心がけてください。 
＊授業には、自らの問題意識を持ち、仲間と協議する気持ちで臨みましょう。様々な人の意見を聴きながら、
自分の考えをまとめていけるようにしていきましょう。 
授業中の私語、携帯電話の作動は禁止します。節度のある態度で授業に臨みましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 本講義を進行する上での遵守事項の確認 

事前学習 受講に際し「シラバスの 12」を理解しておく。 

事後学習 
「シラバスの 12」について合意したことを確認・意識
付けをする。 

第２回 肢体不自由とは 

事前学習 肢体不自由のイメージをし、まとめる。 

事後学習 肢体不自由がもたらす生活の困難について考えをまとめる。 

第３回 肢体不自由の起因疾患・種類 

事前学習 肢体不自由の起因疾患について調べておく。 

事後学習 肢体不自由の起因疾患についてまとめる。 

第４回 肢体不自由児の発達特性 

事前学習 肢体不自由児の発達特性について調べておく。 

事後学習 肢体不自由児の発達特性についてまとめる。 

第５回 脳性まひ① 痙直型 

事前学習 脳性まひの「痙直型」について予習しておく。 

事後学習 脳性まひの「痙直型」についてまとめる。 

第６回 脳性まひ② アテトーゼ型 

事前学習 脳性まひの「アテトーゼ型」について予習する。 

事後学習 脳性まひの「アテトーゼ型」についてまとめる。 

  



 

 

第７回 脳性まひ③ 失調型 

事前学習 脳性まひの「失調型」について予習をしておく。 

事後学習 脳性まひの「失調型」についてまとめる。 

第８回 二分脊椎の病理・生理・心理 

事前学習 二分脊椎について予習をしておく。 

事後学習 二分脊椎について理解を確実にする。 

第９回 進行性筋ジストロフィーの病理・生理・心理 

事前学習 進行性筋ジストロフィー症の病型を調べる。 

事後学習 進行性筋ジストロフィー症の心理について考察する。 

第１０回 肢体不自由児の教育的特質 

事前学習 肢体不自由児の認知特性について調べておく。 

事後学習 肢体不自由児の認知特性についてまとめる。 

第１１回 重度・重複障害について 

事前学習 
重度・重複障害についてどういう状態かイメージをま
とめる。 

事後学習 重度・重複障害についてまとめる。 

第１２回 重度・重複障害児の発達特性 

事前学習 重度・重複障害児の認知特性について考えをまとめる。 

事後学習 重度・重複障害児の発達特性についてまとめる。 

第１３回 医療的ケアと看護ニーズ 

事前学習 
特別支援教育の現場にも医療的ケアが多いことをイメ
ージし、まとめる。 

事後学習 教員が行える医療的ケアを確実にまとめる。 

課題研究
1 

課題研究テーマ：第 5回～第 7回の講義内容を踏まえて「脳性まひの原因・分類」についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 
実施時期：第 7回の講義終了後に周知する。 
提出期限：第 9回の講義終了時に提出する。 
     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回の講義終了後に教室で行う。 
     添削内容等に質問がある場合は、その後も随時受け付けし指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究
2 

課題研究テーマ：第 11回～第 12回の講義内容を踏まえて「重度・重複障害の定義」についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 
実施時期：第 11回の講義終了後に周知する。 
提出期限：第 13回の講義終了時に提出する。 
     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を期末試験終了後に教室で行う。 
     添削内容等に質問がある場合は、その後も随時受け付けし指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 視聴覚障害者の心理・生理・病理 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3447 

SCMP3447 

SBMP3447 

SPMP3447 
２．授業担当教員 木村 仁美・須藤 典征 

４．授業形態 
講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

視覚障害は「盲」と「弱視」に、聴覚障害は聴力の損失によって「軽度、中等度、高度、重度」に大別さ

れるが、その心理・病理・生理について理解する。視覚障害の発達に関しては、体格・平衡感覚・運動能力

の遅れや、知的・認知発達が困難になる反面、聴覚や触覚の能力が高くなること、言語発達の遅れについて

も理解する。聴覚障害は、特に言語能力が、聴力の程度、知能、聴覚活用の程度、失聴の時期、家庭環境や

早期療育によって大きく差が出てくることを学ぶ。また、関連分野として言語障害に関する心理・生理・病

理についても学ぶ。以上のことから、視覚障害・聴覚障害、そして、言語障害について学ぶことが、ひとの

言語獲得の過程を明らかにし、そのことが教育の原点に関わることを理解する。 

８．学習目標 

以下に関して理解を深め学習し、説明することができる。 

１．視覚障害の心理・生理・病理について 

２．聴覚障害の心理・生理・病理について 

３．視覚障害がある子どもの発達特性について 

４．聴覚障害がある子どもの発達特性について 

５．視覚障害及び聴覚障害がある子どもの適切な教育について 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

聴覚障害分野：聴覚障害の検査法について（1000～1200字）。 

視覚障害分野：授業前に指定された教科書範囲には目を通しておくこと。 

毎回、授業時間内に学習範囲に関連したテーマについて簡単なレポートを課す。自分なりの

仮説や理解したことを文章化することにより、授業前後の知識や考え方の変化を客観視する

ためである。公欠の場合は別途課題を課す。私用で欠席した場合も積極的に提出して欲しい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

聴覚障害分野：使用しない。 

草薙進郎・四日市章『聴覚障害児の教育と指導』筑波大学心身障害学系（コピー配布）。 

草薙進郎・四日市章編著『聴覚障害児の教育と方法』コレ-ル社（コピー配布）。 

適宜資料を配布する。 

視覚障害分野：国立特別支援教育研究所のサイト内「障害のある子どもの教育の広場」より関連箇所を編集

したプリントを授業初回で配布する。 

       http://www.nise.go.jp/cms/13.html(2020年 1月現在改訂作業中につき公開停止) 

【参考書】 

青柳まゆみ・鳥山由子編著『視覚障害教育入門―改定版―』ジアース教育新社、2015。 

香川邦生編著『五訂版 視覚障害教育に携わる方のために』慶応義塾大学出版会、2016。 

筑波大学附属視覚特別支援学校編集委員会『視覚障害教育ブックレット各号』ジアース教育新社。 

【参考資料】 

授業の進行に合わせて参考資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．視聴覚障害者の病理･心理・発達特性について、基礎的知識を身に付けたか。 

２．視聴覚障害者の適切な教育について基礎的知識を身に付けたか。 

３．主体的な発言・取組をし、協調性を発揮して授業に参加できたか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業への積極的参加        総合点の５０％ 

２ レポート・期末試験        総合点の５０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

聴覚障害分野：積極的な受講態度を期待します。受講態度が芳しくない場合は成績評価に反映させます。 

視覚障害分野：限られた講義時間だけでは知識偏重で、理解不足が否めません。近隣の特別支援学校の学校

公開日なども紹介していくので、積極的に現場を知る機会を持つようにして欲しいです。 

13．オフィスアワー 講義前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

視覚障害分野 1 

オリエンテーション 

見えないことの理解 

 コミュニケーション上の配慮 

事前学習 

「見えない」状況を想像し、困ること、不自由なこと、

配慮して欲しいことを考えてみる。また、できる・でき

ないことは何かを推測する。 

事後学習 
「視覚障害の幼児児童生徒への対応」を通読し視覚障害

の幼児児童生徒への特別支援教育の概要を把握する。 

第２回 

視覚障害分野 2 

視覚系の構造と視覚伝導路 

障害原因となる主な疾患 

全盲体験 

事前学習 
「1.視覚障害教育［１］視覚障害児の発達と実態把握 

(1)視覚障害とは」を通読する。 

事後学習 
眼の構造の概要を把握し、疾患と影響を受ける部位が対

応するように知識を整理する。 



 

 

第３回 

視覚障害分野 3 

視機能の評価 

見えにくさの理解 

 ロービジョン体験 

事前学習 
「1.視覚障害教育［１］視覚障害児の発達と実態把握 

(1)視覚障害とは を再読する。 

事後学習 
子どもの動作から、視覚的な問題が類推できるよう「見

えにくさ」の問題点をまとめておく。 

第４回 

視覚障害分野 4 

概念形成 

代替手段の獲得 

事前学習 
「1.視覚障害教育［１］視覚障害児の発達と実態把握 

(2)視覚障害の実態把握」を通読する。 

事後学習 
晴眼児が模倣などから自然に体得していることを書き出

してみる。 

第５回 

視覚障害分野 5 

補助具の活用 

重複障害 

事前学習 「1.視覚障害教育［6］情報機器等の活用を通読する。 

事後学習 補助具類の一覧表を作成しておく。 

第６回 
視覚障害分野 6 

情報機器の活用 

事前学習 
視覚障害児教育において、どのような情報機器が活用さ

れているか調べておく。 

事後学習 
市販の情報機器を視覚障害者が活用する際の基本的なカ

スタマイズ手順をまとめておく。 

第７回 

視覚障害分野 7 

まとめ 

小テスト（出題範囲：視覚障害分野のみ） 

事前学習 身近な課題を選択し、指導計画を立ててみる。 

事後学習 
実際に即した指導計画になるよう、今までの学習を踏ま

えて修正を加える。 

第８回 

聴覚障害分野：オリエンテーション 聴覚障

害とは 聞こえないことの理解 コミュニケ

ーション上の配慮 

事前学習 講義を進行する上での遵守事項の確認。 

事後学習 聴覚障害の不自由による困難さを理解する。 

第９回 
聴覚障害分野：聴覚障害の定義と発見・主な

起因疾患と聴覚系の構造 

事前学習 聴覚系の諸器官について予習しておく。 

事後学習 聴覚系の諸器官について図に描けるようにする。 

第１０回 聴覚障害分野：聴覚障害教育の歴史 

事前学習 聴覚障害教育に貢献した人物について予習しておく。 

事後学習 聴覚障害教育の歴史について復習しておく。 

第１１回 
聴覚障害分野：聴覚障害教育の目的・制度と

教育課程Ⅰ 

事前学習 
特別支援学校学習指導要領の聴覚障害について概略を予

習しておく。 

事後学習 
聴覚障害特別支援学校の教育課程について確実に理解し

ておく。 

第１２回 
聴覚障害分野：聴覚障害教育の目的・制度と

教育課程Ⅱ、コミュニケーションの方法 

事前学習 前回の事後学習の再整理をしておく。 

事後学習 特別支援学級について整理しておく。 

第１３回 聴覚障害分野：聴覚障害幼児の早期教育 

事前学習 聴覚障害発見の検査法を予習しておく。 

事後学習 聴覚障害児の早期教育について理解する。 

課題研究 

1 

聴覚障害分野：課題研究テーマ：「伝音性難聴・感音性難聴の違い」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期および提出期限：初回講義時に周知する。レポートの添削指導・質疑応答・意見交換の実施日についても同様

に初回講義時に周知する。 

事前学習：文献やインターネットで伝音性難聴と伝音性難聴について調べておく。 

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

課題研究 

2 

聴覚障害分野：まとめ・試験（出題範囲：聴覚障害分野のみ） 

課題研究テーマ：「聴覚障害分野の受講期間での質問・疑問事項について」まとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期および提出期限：初回講義時に周知する。レポートの添削指導・質疑応答・意見交換の実施日についても同様

に初回講義時に周知する。 

事前学習：受講生各自質問項目を考えておく。 

事後学習：聴覚系の諸器官について確実に図に描けるようにする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2302 

SPMP2302 

PSMP2402 ２．授業担当教員 青木 正 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、演習、プレゼンテーション、 

学外調査 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

急速に進む少子高齢社会に対応した児童や家庭に対する支援と今後の児童・家庭福祉のあり方について、

子ども家庭福祉の原理、理念、権利保障、子ども家庭福祉にかかわる法制度、福祉・保健施策、子ども家

庭への援助活動など、基本的なことを体系的に学習する。特に、子ども家庭福祉にかかわる施策分野につ

いては、グループでの学習を重視する。また、学外での調査も取り入れ、学生が教室内だけの理解から、

地域や社会と関係した視点から問題が把握できるように援助する。併せて、社会福祉士国家試験に対応で

きる授業内容とする。 

授業の進め方は、講義を基にグループでのディスカッション、演習等を多く取り入れたものにする。 

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性を理解する。 

・子ども家庭の福祉の原理・理念・権利保障について理解する。 

・児童福祉の歴史について理解を深める。 

・子ども家庭の福祉にかかわる法制度及び具体的施策について理解する。 

・子ども家庭への相談・援助活動、地域援助活動等について理解を深める。 

現在の日本における児童・家庭福祉の課題について理解を深めるとともに、社会に出た時に活用できる

発想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

「学外調査として、休校期間中に、自分が居住する地域（市区町村）の『子ども家庭』に関する問題や 

課題について調査し、分かったこと、理解したこと、発見したこと等を報告書にまとめる。」 

 

※レポートのタイトルは、自分で考えて表紙に記載すること。 

※レポートは、Ａ４サイズ横書きで３枚とする。 

※調査方法としては、可能な限り学校などの教育機関、児童館などの児童福祉施設、市（区）役所や町（村） 

役場、保健センターなどの機関訪問をする。又は、民生委員・児童委員など地域の「子ども家庭事情」 

に詳しい方から「子ども家庭」に関する話を聴くことが望ましい。子ども家庭福祉に関連する施策に関 

するチラシやパンフレットなども頂き、レポートに添付することが望ましい。 

※提出は、休校期間明けの最初の授業時とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集 

『新・社会福祉士養成講座 15 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』第７版 中央法規出版。 

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．児童家庭福祉の全体像を、講義やグループ討議、レポート作成を通して理解し、説明ができるように

なる。 

２．グループ活動を通じて、思考力を高め、問題発見・問題解決力などの能力を培う。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（デスカッション・発表）        総合点の３０％ 

２ 日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査）    総合点の３０％ 

３ 課題レポート                       総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は、社会福祉士国家試験の出題科目であり、履修は受験資格取得において必須条件となっています。

また、資格取得を目指していない学生にとっても、社会福祉のおける中軸の一つをなす科目ですので、真

摯な気持ちで受講して下さい。また学習内容は、私達の日常生活、地域生活に直結しており、社会福祉を

学ぶ者にとっての一般常識的な内容も含まれています。一方で、専門的な固有性をもった内容も含まれて

いるため、積極的な授業への参加が求められます。全出席が基本ですので、体調管理に気を付けて授業に

臨んで下さい。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス：授業の概要と進めかた 

事前学習 シラバスを熟読しておく。 

事後学習 
「子育て」と「子育ち」に対するイメージを言語化し、

書き出す。 

第２回 
子どもの権利と人権：今、世界で子どもに何が起き

ているのか 

事前学習 
「人身売買」「子ども兵士」「代理出産」という言葉に

ついて調べておく。 

事後学習 

「子どもの権利条約」を確認し、現代社会における国

や地域での子どもの置かれた立場の違いをまとめて

おく。 



 

 

第３回 
子どもの歴史①：世界史にみる子どもの生活状況

（虐殺・虐待・誘拐等） 

事前学習 

「エリザベス救貧法」「ワークハウス」「子どもの誕

生」「ナチ・ホロコースト」「人身売買」「子ども兵士」

等を調べる。 

事後学習 
「子ども」「青少年」「成人」の定義、世界史に見る子

どもが置かれた状況を考察する。 

第 4回 
子どもの歴史②：日本史にみる子どもの生活状況 

近代以降の子どもの置かれた社会的状況 

事前学習 明治以降の日本の子どもの生活を調べてみよう 

事後学習 昭和時代までの子どもの歴史を考察し、整理する。 

第 5回 現代社会と子ども・家庭 

事前学習 現代の子どもの生活の特徴をチェックする。 

事後学習 
現代までの子どもの置かれた歴史をまとめ、考察す

る 

第 6回 子ども福祉関連法・制度１ 
事前学習 

社会福祉小六法で児童福祉法の概要を読み、児童相

談所に関連する資料を検索しておく 

事後学習 「子どもの貧困」に関する資料を集めて読んでおく 

第 7回 
子ども福祉関連法・制度２ 

児童虐待防止法の変遷と課題 

事前学習 児童虐待について調べてみる 

事後学習 児童虐待防止法と児童福祉法の関連をまとめる 

第 8回 
子ども家庭にかかわる福祉・保健１：子どもの貧困

の防止、ひとり親家庭の福祉 

事前学習 
子どもの貧困の防止、ひとり親家庭の福祉を読んで、

項目を理解しておく 

事後学習 
子どもの貧困の防止、ひとり親家庭の福祉について

まとめる 

第 9回 
子ども家庭にかかわる福祉・保健２：保育、地域子

育て支援 

事前学習 保育、地域子育て支援を読んで、項目を理解しておく 

事後学習 保育、地域子育て支援についてまとめる 

第 10回 
子ども家庭にかかわる福祉・保健３：障害・難病の

ある子どもと家族、非行児童・情緒障害児への支援 

事前学習 
障害・難病のある子どもと家族、非行児童・情緒障害

児への支援を読んで、項目を理解しておく 

事後学習 
障害・難病のある子どもと家族、非行児童・情緒障害

児への支援についてまとめる 

第 11回 
子ども家庭にかかわる福祉・保健４：児童虐待対策、

子どもと家庭にかかわる女性福祉 

事前学習 
児童虐待対策、子どもと家庭にかかわる女性福祉を

読んで、項目を理解しておく 

事後学習 
児童虐待対策、子どもと家庭にかかわる女性福祉に

ついてまとめる 

第 12回 援助活動の実際１ 
事前学習 就学前の子どもの養育制度の概要を調べておく 

事後学習 学生前の子どもの養育困難の支援と効果をまとめる 

第 13回 援助活動の実際２ 
事前学習 社会的養護について事前に自分で概要を調べておく 

事後学習 子ども家庭を対象としたサービスを整理する 

課題研究

1 

 

課題研究テーマ：「日本の古代、中世の子どもの生活」についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 3回の講義時に課題作成の方法について説明を行う。 

提出期限：第 7回の講義開始時に提出する。 

事後学習：日本の近世以前の子どもの生活の様子を考察する。 

 

課題研究 

2 

 

課題研究テーマ：「子ども家庭福祉とは何か」についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 11回の講義時に課題作成の方法について説明を行う。 

提出期限：第 12回の講義開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
児童・家庭福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2302 

２．授業担当教員 田中 良幸 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、演習、プレゼンテーション、 

学外調査 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

急速に進む少子高齢社会に対応した児童や家庭に対する支援と今後の児童・家庭福祉のあり方について、

子ども家庭福祉の原理、理念、権利保障、子ども家庭福祉にかかわる法制度、福祉・保健施策、子ども家庭

への援助活動など、基本的なことを体系的に学習する。特に、子ども家庭福祉にかかわる施策分野について

は、グループでの学習を重視する。また、学外での調査も取り入れ、学生が教室内だけの理解から、地域や

社会と関係した視点から問題が把握できるように援助する。併せて、社会福祉士国家試験に対応できる授業

内容とする。 

授業の進め方は、講義を基にグループでのディスカッション、演習等を多く取り入れたものにする。 

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性を理解する。 

・子ども家庭の福祉の原理・理念・権利保障について理解する。 

・児童福祉の歴史について理解を深める。 

・子ども家庭の福祉にかかわる法制度及び具体的施策について理解する。 

・子ども家庭への相談・援助活動、地域援助活動等について理解を深める。 

現在の日本における児童・家庭福祉の課題について理解を深めるとともに、社会に出た時に活用できる発

想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

日常の学習姿勢が大切です。日ごろから新聞やテレビニュース等のマスコミを通して、今、子どもの生活

と家庭にどのようなことが起きていることに関心を持つことが期待されます。課題図書の購読レポートを学

期初めから長期休みをはさんで求めます。各課題図書についてレポート提出が必要です。感想文とは違いま

す。その他、適宜、レポートの提出を求めます。レポート形式で書くことに慣れていきましょう。必要なス

タイルを習得できるようにしてください。随時、講義課題に関しての発言やグループディスカッションを求

めます。「授業への貢献度」を重視するので、積極的な関わりを期待します。 

授業計画は進度等によって変更があります。レポートは所定の書式や形式、説明に従って作成されることが

期待されます。締切を厳守しての提出、独自性や考察の適切さ等で加点されます。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集 

『新・社会福祉士養成講座 15 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』第７版 中央法規出版。 

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．児童家庭福祉の全体像を、講義やグループ討議、レポート作成を通して理解し、説明ができるようにな

る。 

２．グループ活動を通じて、思考力を高め、問題発見・問題解決力などの能力を培う。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（デスカッション・発表）        総合点の３０％ 

２ 日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査）    総合点の３０％ 

３ 課題レポート                       総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「児童福祉論」は「子ども家庭福祉論」という科目名で最近は呼ばれることがある。なぜ、「子ども」となり、

そこに「家庭」が付くようになったのだろうか、また、グローバル時代の今日、どのような視点から子どもと家

族を理解する必要があるのだろうか。国や家庭によって子どもの養育や社会の役割等の課題は変わることがあ

ります。日本の子育て環境の長所や改善点等を探求をしてみましょう。学びのきっかけは、こうした素朴な疑問

から出発します。必要に応じて、映像を活用したり、レジュメを用意しますが、欠席した回のレジュメが欲しい

場合など、気軽に研究室に来室してください。 

13．オフィスアワー 別途研究室に掲示する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス：授業の概要と進めかた 

 

【課題図書の提示１】グループ活動導入 

事前学習 シラバスを熟読しておく。 

事後学習 
「子育て」と「子育ち」に対するイメージを

言語化し、書き出す。 

第２回 

子どもの権利と人権：今、世界で子どもに何が起きてい

るのか 

 

事前学習 
「人身売買」「子ども兵士」「代理出産」とい

う言葉について調べておく。 

事後学習 

「子どもの権利条約」を確認し、現代社会にお

ける国や地域での子どもの置かれた立場の違

いをまとめておく。 

  



 

 

第３回 

子どもの歴史①：世界史にみる子どもの生活状況（虐殺・

虐待・誘拐等） 

 

事前学習 

「エリザベス救貧法」「ワークハウス」「子ど

もの誕生」「ナチ・ホロコースト」「人身売買」

「子ども兵士」等を調べる。 

事後学習 
「子ども」「青少年」「成人」の定義、世界史

に見る子どもが置かれた状況を考察する。 

第４回 

子どもの歴史②：日本史にみる子どもの生活状況 古

代、中世までの日本 近代以降の子どもの置かれた社会

的状況 

 

事前学習 

日本の古代、中世の子どもの生活を調べてみ

よう昔話の中の子ども等を自分で調べてお

く。 

事後学習 
日本の近世以前の子どもの生活の様子を考

察し、整理する。 

第 5回 現代社会と子ども・家庭         

事前学習 現代の子どもの生活の特徴をチェックする。 

事後学習 
現代までの子どもの置かれた歴史をまとめ、

考察する➾課題をレポートにまとめる 

第６回 
障害のある子どもと家庭支援 

 

事前学習 
「ヒルコ」「福助」という言葉について意味を

調べる。 

事後学習 

「障害」のある子どもとその保護者の生活と

その課題を理解し、どのような支援が必要と

なるかを考察する。 

第７回 子ども福祉関連法・制度１ 

事前学習 
社会福祉小六法で児童福祉法の概要を読み、

児童相談所に関連する資料を検索しておく。 

事後学習 
「子どもの貧困」に関する資料を集めて読ん

でおく 

第８回 

子ども福祉関連法・制度２ 

児童虐待防止法の変遷と課題 

ビデオ鑑賞１ 

事前学習 児童虐待について調べてみる。 

事後学習 
児童虐待防止法と児童福祉法の関連をまと

める。 

第９回 
子ども福祉関連法・制度と関連機関；福祉・保健１ 

 

事前学習 児童福祉法を読んで、項目を理解しておく。 

事後学習 
子ども家庭を対象としたサービスについて

理解する。 

第１０回 子ども福祉関連法・制度と関連機関：福祉・保健２ 
事前学習 

社会福祉六法体制の内訳は何か、書き出して

おく。 

事後学習 課題図書の提示 

第１１回 
援助活動の実際１ 

子どもへの様々な在宅支援 

事前学習 
就学前の子どもの養育制度の概要を調べて

おく。 

事後学習 
学生前の子どもの養育困難の支援と効果を

まとめる。 

第１２回 
援助活動の実際２ 

社会的養護の制度を中心に     ビデオ鑑賞３ 

事前学習 
社会的養護について事前に自分で概要を調

べておく。 

事後学習 
子ども家庭を対象としたサービスを整理す

る 

第１３回 
まとめ グループによる課題報告、グループ討議により

一番重要な課題を確認する 

事前学習 
全授業を通してのキーワードの確認と不明

点の整理。 

事後学習 

全 13 回を振り返り、学習目標が達成できた

かどうかを確認し、児童・家庭福祉論Ⅱに向

けて準備をする。 

課題研究 1 

「コロナウイルスによる子どもと家庭の影響」について調べ、そのうちの 1 つをレポートにまとめ、4 回目終了時に提

出する。レポート形式で A4 用紙 1 枚（1440 字）以上。回答に代わる例解は 5 回目終了時に配布する。各自、配布され

た資料を用いて事後学習を行う。 

課題研究 2 

課題内容：学生の学習理解度程度を確認して決定する。 

実施時期：12回終了後、課題レポートを配信したものを使って実施。 

形式：メール配信 レポート形式で 1440字以上 

提出期限：最終授業の後 10日以内にメールで提出のこと。 

事後学習：各自の関心のあるテーマについてそれぞれ必要に応じて今日の状況と合わせて学習すること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1101 

SSMP2102 

SCMP2302 

SBMP2302 
２．授業担当教員 西村 彩恵 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、演習、プレゼンテーション、 

学外調査 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
児童・家庭福祉論Ⅱを履修予定のものは、履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

急速に進む少子高齢社会に対応した児童や家庭に対する支援と今後の児童・家庭福祉のあり方について、

子ども家庭福祉の原理、理念、権利保障、子ども家庭福祉にかかわる法制度、福祉・保健施策、子ども家庭

への援助活動など、基本的なことを体系的に学習する。特に、子ども家庭福祉にかかわる施策分野について

は、グループでの学習を重視する。また、学外での調査も取り入れ、学生が教室内だけの理解から、地域や

社会と関係した視点から問題が把握できるように援助する。併せて、社会福祉士国家試験に対応できる授業

内容とする。 

授業の進め方は、講義を基にグループでのディスカッション、演習等を多く取り入れたものにする。 

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性を理解する。 

・子ども家庭の福祉の原理・理念・権利保障について理解する。 

・児童福祉の歴史について理解を深める。 

・子ども家庭の福祉にかかわる法制度及び具体的施策について理解する。 

・子ども家庭への相談・援助活動、地域援助活動等について理解を深める。 

現在の日本における児童・家庭福祉の課題について理解を深めるとともに、社会に出た時に活用できる発

想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．グループでの討議を行い、授業内容を踏まえて考察したものを提出する(各回実施予定)。 

２．授業での学習成果として、課題を作成・提出する(「自分が考える子ども家庭福祉について」)。 

グループディスカッション・発表を適宜行うため、真摯に学ぶ姿勢と主体的な参加が求められる。そのた

め、グループディスカッション・発表での姿勢も授業への貢献度として加味する(授業内でプリントを配布す

る。また、資料映像も適宜使用する予定)。シラバスの「学習課題」の提出は原則として求めないが、配布す

るプリントは、ファイリングして予習・復習の際に各自で活用すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集 

『新・社会福祉士養成講座 15 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』第７版 中央法規出版。 

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．児童家庭福祉の全体像を、講義やグループ討議、レポート作成を通して理解し、説明ができるようにな

る。 

２．グループ活動を通じて、思考力を高め、問題発見・問題解決力などの能力を培う。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（デスカッション・発表）        総合点の３０％ 

２ 日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査）    総合点の３０％ 

３ 課題レポート                       総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

近年、少子化や子ども虐待、ドメスティック・バイオレンス、貧困、外国籍の子どもとその家庭への支援、

地域子育て支援の充実などの問題を受け、子どもを健全に育てるための施策の重要性が増している。子ども

家庭福祉とは何か、なぜ重要なのかということについて考えていく(資料映像も適宜使用する予定)。 

授業を進めるにあたり、下記の３つの項目に留意すること。また、授業の進捗状況・理解度、受講者数に

応じて、授業内容等を変更する場合がある。 

１．遅刻、欠席に注意し、やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。なお、遅延の場

合は遅延証明書を当日又は次回授業までに担当教員に提出すること。遅延の累積回数が多い場合には、

遅延を認めない場合もある。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、その他授業を妨げる行為は慎むこと。減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 
事前にメールでアポイントメントを取って下さい。後日、オフィスアワーをお知らせします。 

研究室：6号館 6階 613 メールアドレス：sanishim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：授業の進め方について 

子ども家庭福祉の理念 

事前学習 

配布資料を綴じるファイルを用意する。教科

書 pp.2～10 を事前に読み、子ども家庭福祉

の理念について整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、子ども家庭福祉の理念

と概念について要約し、自分の考えをまとめ

る。 

  



 

 

第２回 子ども家庭福祉の歴史的変遷と諸外国の動向 

事前学習 

教科書 pp.19～32 を事前に読み、子ども家庭

福祉の歴史的変遷と諸外国の動向について

整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、子ども家庭福祉の理念

と概念について要約し、自分の考えをまとめ

る。 

第３回 子どもの人権擁護 

事前学習 
教科書 pp.11～18 を事前に読み、子どもの人

権擁護について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子どもの人権擁護につ

いて要約し、自分の考えをまとめる。 

第４回 現代社会の子ども・家庭 

事前学習 
教科書 pp.34～53 を事前に読み、子どもや子

育て家庭を取り巻く環境について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、現代社会の子ども・家

庭について、自分の考えをまとめる。 

第５回 

子ども家庭福祉にかかわる法制度： 

子ども家庭福祉の計画的進展と子ども・子育て支援制度

の創設 

事前学習 

教科書 pp.56～121 を事前に読み、インター

ネット等を活用して、児童福祉関連の法制

度、国・都道府県・市町村の役割を調べる。 

事後学習 

授業内容をふり返り、実際に児童福祉法を読

んだ上で、子ども・子育て支援制度や児童福

祉に関する行政機関の役割・機能について自

分の考えをまとめる。 

第６回 母子保健 

事前学習 
教科書 pp.127～139 を読んで、母子保健に関

する制度や施設等について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、母子保健について自分

の考えをまとめる。 

第７回 子どもの健全育成 

事前学習 

教科書 pp.156～164 を事前に読み、子どもの

健全育成に関する事業や自治体の取り組み

を調べる。 

事後学習 
授業内容をふり返り、現代社会の子ども・家

庭について、自分の考えをまとめる。 

第８回 
多様な保育ニーズへの対応 

小テスト(実施予定) 

事前学習 

これまで学習したことをレジュメやノート

を基に復習して、小テストに備える。教科書

pp.47～53、pp.165～183 を読み、多様な保

育ニーズへの対応について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、多様な保育ニーズへの

対応について、自分の考えをまとめる。 

第９回 児童虐待、ドメスティック・バイオレンスとその防止 

事前学習 

教科書 pp.244～268 を事前に読み、児童虐

待、ドメスティック・バイオレンスについて

整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、児童虐待、ドメスティ

ック・バイオレンスについて、自分の考えを

まとめる。 

第１０回 
社会的養護 

少年非行等への対応 

事前学習 
教科書 pp.207～243 を事前に読み、社会的養

護と少年非行等への対応について整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、社会的養護と少年非行

等への対応について、自分の考えをまとめ

る。 

第１１回 障がいのある子どもと家族への対応 

事前学習 

教科書 pp.140～155 を事前に読み、障がいの

ある子どもと家族への支援について整理す

る。 

事後学習 

授業内容をふり返り、障がい・難病のある子

どもへの対応について、自分の考えをまとめ

る。 

第１２回 地域における連携・協働とネットワーク 

事前学習 

教科書 pp.270～292 を事前に読み、地域にお

ける連携・協働とネットワークについて整理

する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、地域における連携・協

働とネットワークについて、自分の考えをま

とめる。 

第１３回 少子高齢社会における子ども家庭福祉とは 

事前学習 

第 1 回～第 12 回までの内容をふり返り、少

子高齢社会における子ども家庭福祉につい

て、自分の考えをまとめ課題の作成に備え

る。 

事後学習 

これまでの授業内容をふり返り、少子高齢社

会における子ども家庭福祉について、自分の

考えをまとめる。 



 

 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回～第 5 回の講義内容を踏まえ、子育て家庭を取り巻く現状を、①社会環境の変化、②子育ての

担い手をめぐる問題、③子どもの成長・発達をめぐる問題の 3 点から説明した上で、「子ども・子育

て支援制度の意義と課題」について自身の見解をレポートにまとめなさい。 

目的：学習目標の達成を目指す。 

レポート形式：A4(1,000 字程度)  

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時までに提出する。提出後、質疑応答等を第 6 回授業の際に教室で行う。引き続き質問が

ある場合は、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と質疑応答等を通して学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 6 回～第 11 回の講義内容(資料映像を含む)を踏まえ、子育て家庭を取り巻く現状を説明した上で、

「子ども家庭福祉専門職の役割と課題」について自身の見解をレポートにまとめなさい。 

目的：学習目標の達成を目指す。 

レポート形式：A4(1,000 字程度)   

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時までに提出する。提出後、質疑応答等を第 12 回授業の際に教室で行う。引き続き質問

がある場合は、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と質疑応答等を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1101 

SSMP2102 

SCMP2302 

SBMP2302 
２．授業担当教員 西村 彩恵 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、演習、プレゼンテーション、 

学外調査 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
児童・家庭福祉論Ⅱを履修予定のものは、履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

急速に進む少子高齢社会に対応した児童や家庭に対する支援と今後の児童・家庭福祉のあり方について、

子ども家庭福祉の原理、理念、権利保障、子ども家庭福祉にかかわる法制度、福祉・保健施策、子ども家庭

への援助活動など、基本的なことを体系的に学習する。特に、子ども家庭福祉にかかわる施策分野について

は、グループでの学習を重視する。また、学外での調査も取り入れ、学生が教室内だけの理解から、地域や

社会と関係した視点から問題が把握できるように援助する。併せて、社会福祉士国家試験に対応できる授業

内容とする。 

授業の進め方は、講義を基にグループでのディスカッション、演習等を多く取り入れたものにする。 

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性を理解する。 

・子ども家庭の福祉の原理・理念・権利保障について理解する。 

・児童福祉の歴史について理解を深める。 

・子ども家庭の福祉にかかわる法制度及び具体的施策について理解する。 

・子ども家庭への相談・援助活動、地域援助活動等について理解を深める。 

現在の日本における児童・家庭福祉の課題について理解を深めるとともに、社会に出た時に活用できる発

想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．グループでの討議を行い、授業内容を踏まえて考察したものを提出する(各回実施予定)。 

２．授業での学習成果として、課題を作成・提出する(「自分が考える子ども家庭福祉について」)。 

グループディスカッション・発表を適宜行うため、真摯に学ぶ姿勢と主体的な参加が求められる。そのた

め、グループディスカッション・発表での姿勢も授業への貢献度として加味する(授業内でプリントを配布

する。また、資料映像も適宜使用する予定)。シラバスの「学習課題」の提出は原則として求めないが、配布

するプリントは、ファイリングして予習・復習の際に各自で活用すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集 

『新・社会福祉士養成講座 15 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』第７版 中央法規出版。 

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．児童家庭福祉の全体像を、講義やグループ討議、レポート作成を通して理解し、説明ができるようにな

る。 

２．グループ活動を通じて、思考力を高め、問題発見・問題解決力などの能力を培う。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（デスカッション・発表）        総合点の３０％ 

２ 日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査）    総合点の３０％ 

３ 課題レポート                       総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

近年、少子化や子ども虐待、ドメスティック・バイオレンス、貧困、外国籍の子どもとその家庭への支援、

地域子育て支援の充実などの問題を受け、子どもを健全に育てるための施策の重要性が増している。子ども

家庭福祉とは何か、なぜ重要なのかということについて考えていく(資料映像も適宜使用する予定)。 

授業を進めるにあたり、下記の３つの項目に留意すること。また、授業の進捗状況・理解度、受講者数に

応じて、授業内容等を変更する場合がある。 

１．遅刻、欠席に注意し、やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。なお、遅延の場

合は遅延証明書を当日又は次回授業までに担当教員に提出すること。遅延の累積回数が多い場合には、

遅延を認めない場合もある。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、その他授業を妨げる行為は慎むこと。減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 
事前にメールでアポイントメントを取って下さい。後日、オフィスアワーをお知らせします。 

研究室：6号館 6階 613 メールアドレス：sanishim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：授業の進め方について 

子ども家庭福祉の理念 

事前学習 

配布資料を綴じるファイルを用意する。教科書 pp.2～

10 を事前に読み、子ども家庭福祉の理念について整理

する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子ども家庭福祉の理念と概念につ

いて要約し、自分の考えをまとめる。 

第２回 子ども家庭福祉の歴史的変遷と諸外国の動向 

事前学習 
教科書 pp.19～32 を事前に読み、子ども家庭福祉の歴

史的変遷と諸外国の動向について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子ども家庭福祉の理念と概念につ

いて要約し、自分の考えをまとめる。 



 

 

第３回 子どもの人権擁護 

事前学習 
教科書 pp.11～18 を事前に読み、子どもの人権擁護につ

いて整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子どもの人権擁護について要約

し、自分の考えをまとめる。 

第４回 現代社会の子ども・家庭 

事前学習 
教科書 pp.34～53 を事前に読み、子どもや子育て家庭

を取り巻く環境について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、現代社会の子ども・家庭について、

自分の考えをまとめる。 

第５回 

子ども家庭福祉にかかわる法制度： 

子ども家庭福祉の計画的進展と子ども・子育て支

援制度の創設 

事前学習 

教科書 pp.56～121 を事前に読み、インターネット等を

活用して、児童福祉関連の法制度、国・都道府県・市町

村の役割を調べる。 

事後学習 

授業内容をふり返り、実際に児童福祉法を読んだ上で、

子ども・子育て支援制度や児童福祉に関する行政機関の

役割・機能について自分の考えをまとめる。 

第６回 母子保健 

事前学習 
教科書 pp.127～139 を読んで、母子保健に関する制度

や施設等について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、母子保健について自分の考えをま

とめる。 

第７回 子どもの健全育成 

事前学習 
教科書 pp.156～164 を事前に読み、子どもの健全育成

に関する事業や自治体の取り組みを調べる。 

事後学習 
授業内容をふり返り、現代社会の子ども・家庭について、

自分の考えをまとめる。 

第８回 
多様な保育ニーズへの対応 

小テスト(実施予定) 

事前学習 

これまで学習したことをレジュメやノートを基に復習

して、小テストに備える。教科書 pp.47～53、pp.165～

183 を読み、多様な保育ニーズへの対応について整理す

る。 

事後学習 
授業内容をふり返り、多様な保育ニーズへの対応につい

て、自分の考えをまとめる。 

第９回 
児童虐待、ドメスティック・バイオレンスとその防

止 

事前学習 
教科書 pp.244～268 を事前に読み、児童虐待、ドメス

ティック・バイオレンスについて整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、児童虐待、ドメスティック・バイ

オレンスについて、自分の考えをまとめる。 

第１０回 
社会的養護 

少年非行等への対応 

事前学習 
教科書 pp.207～243 を事前に読み、社会的養護と少年

非行等への対応について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、社会的養護と少年非行等への対応

について、自分の考えをまとめる。 

第１１回 障がいのある子どもと家族への対応 

事前学習 
教科書 pp.140～155 を事前に読み、障がいのある子ど

もと家族への支援について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、障がい・難病のある子どもへの対

応について、自分の考えをまとめる。 

第１２回 地域における連携・協働とネットワーク 

事前学習 
教科書 pp.270～292 を事前に読み、地域における連携・

協働とネットワークについて整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、地域における連携・協働とネット

ワークについて、自分の考えをまとめる。 

第１３回 少子高齢社会における子ども家庭福祉とは 

事前学習 

第 1 回～第 12 回までの内容をふり返り、少子高齢社会

における子ども家庭福祉について、自分の考えをまとめ

課題の作成に備える。 

事後学習 
これまでの授業内容をふり返り、少子高齢社会における

子ども家庭福祉について、自分の考えをまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回～第 5 回の講義内容を踏まえ、子育て家庭を取り巻く現状を、①社会環境の変化、②子育ての担

い手をめぐる問題、③子どもの成長・発達をめぐる問題の 3 点から説明した上で、「子ども・子育て支

援制度の意義と課題」について自身の見解をレポートにまとめなさい。 

目的：学習目標の達成を目指す。 

レポート形式：A4(1,000 字程度)  

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時までに提出する。提出後、質疑応答等を第 6 回授業の際に教室で行う。引き続き質問があ

る場合は、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と質疑応答等を通して学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 6 回～第 11 回の講義内容(資料映像を含む)を踏まえ、子育て家庭を取り巻く現状を説明した上で、

「子ども家庭福祉専門職の役割と課題」について自身の見解をレポートにまとめなさい。 

目的：学習目標の達成を目指す。 

レポート形式：A4(1,000 字程度)   

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時までに提出する。提出後、質疑応答等を第 12 回授業の際に教室で行う。引き続き質問が

ある場合は、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と質疑応答等を通して学んだことをまとめる。 



 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
児童環境保健論 （2単位） 

３．科目番号 EDHE3307 

２．授業担当教員 鈴木 路子 

４．授業形態 講義と演習を併用した双方向型学習形態 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

小児保健・学校保健・保健科教育法・環境教育・幼稚園保育内容「環境」「健康」等と連携。 

履修条件：生理学・解剖学・薬理学・免疫学等 

７．講義概要 

少子高齢社会のなかで、児童を取り巻く自然環境、社会文化的環境を改めて見つめ、人類の生活生存を生

態系としてとらえることは重要な教育的意義を有する。成長期にある児童が、それぞれの発達段階を健康に

生きていくためには、自然環境からの刺激が必要である。人類の進化の過程で獲得された環境適応能力は、

個体発生を繰り返していることを認識することから出発する。人が健康生活を営む能力は、児童の成長を軸

とした各種環境要因との相互作用を理解することが重要である。日光、空気、気象、日内リズム、食品など、

各種環境要因を自然科学的、人間生物学的に理解するとともに、人間社会の歴史的・文化的適応能力の発達

について考える。この過程を通して、参加学生それぞれの専攻、学部、学科を基盤にして、ある生活環境下

での児童の生命の営みについて課題を見つけ、研究を深め、意見交換を行い、他分野理解を深めたい。 

８．学習目標 

人間は自然の一部であることを生態学的に捉えると共に、子育ての社会化（社会的養護含）の視点を導入

し、少子高齢化社会のなかでの児童の生活生存権を護るための教師力（養護力）を理論と実践両側面から修

得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ 児童の発育発達の法則性について、生きる力の育成の視点から論述せよ。 

２ 都市化・人工化が、児童の心身発達及び人格形成に及ぼす影響について論述せよ。 

３ 児童の人権と子育ての社会化を児童福祉の視点で考察し、行政施策について、論述せよ。 

４ 児童期の理解は、生涯保健の立場から、考えることの意義について論ぜよ。 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】鈴木路子編著「人間環境教育学」光生館、2007 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

人間は自然の一部であることを生態学的に捉えると共に、子育ての社会化（社会的養護含）の視点を導入し、

少子高齢化社会のなかでの児童の生活生存権を護るための教師力（養護力）を理論と実践両側面から修得す

ることができたか。 

○評定の方法 

授業時間中のディスカッション 30％ 期末試験 30％ レポート 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

これからの人類の生活生存にとって、最も重要な課題は何であろう。人間・環境・社会を包括した「児童

環境保健論」を学生の皆様と 3 名の教員が相互に学びあい、討論する過程を通して、少子高齢化社会におけ

る人間の命の尊厳に焦点を当てた学びを警鐘してゆきたい。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
自然の一部としての人間 その成長過程を探る 

－自然環境と人の適応－ 

事前学習 

適応とは？各自今まで学んできた適応及び

適応応力の発達について調べ、適応の概念形

成する 

事後学習 
各自の生育環境と疾病り患傾向の自分史を

記述する 

第２回 
乳幼児期（学齢期・思春期・壮老年期を見通して）の発

達と環境－五感の発達と環境刺激－ 

事前学習 
皮膚粘膜・視覚・聴覚・平衡感覚・臭覚の発

達過程を生理学的に調べる 

事後学習 

皮膚粘膜から開始される人間の五感の発達

を基盤にした臨床保育の実践事例を連動さ

せる 

第３回 
乳幼児の発達と環境刺激 

－皮膚粘膜による生体防御機能の発達－ 

事前学習 
疾病予防のための免疫（生体防御機能）概要

を予習しておく 

事後学習 

環境微生物との触れ合いが少なくなった現

代にあって、増加していく疾病り患傾向を理

解する 

第４回 
乳幼児、思春期の成長過程と環境刺激 

－自律神経系の発達と生体リズム－ 

事前学習 自律神経について調べる 

事後学習 
一日の生活リズムの確立と自律神経系の発

達が連動していることを改めて認識する 

第５回 

乳幼児・思春期及び老年期と環境刺激 

－中枢神経系・内分泌系・免疫系の発達と疾病り患傾向

－ 

事前学習 脳・内分泌・免疫の相互関連性を調べる 

事後学習 

生涯保健・生涯発達の立場を理解し、生活環

境との関わりから、疾病や障害を位置づけ、

対策を考える 

第６回 
乳幼児・思春期及び老年期と環境刺激 

－内分泌系・免疫系の発達と疾病り患傾向 

事前学習 
脳・内分泌・免疫の相互関連性を各種文献か

ら、再評価する 

事後学習 

引き続き、生涯保健・生涯発達の立場を理解

し、生活環境との関わりから、疾病や障害を

位置づけ、対策を考える 



 

 

第７回 環境と乳幼児の疾病－感染症とアレルギー 

事前学習 
感染とアレルギーの起こり方の基本を復習

する 

事後学習 
乳幼児期の疾病を、学齢期、思春期以降へつ

ないで学ぶ。生涯保健の意義を考える 

第８回 
環境と乳幼児、学齢期、思春期、青壮年・老年期の疾病 

－生体リズムの脱同調と生活習慣病－ 

事前学習 生体リズムの同調・脱同調について復習する 

事後学習 

生活習慣病について、その連続性について、

充分理解し、保健指導案を作成し、実践して

みる 

第９回 大気汚染と児童の健康被害―特に呼吸器系疾患 
事前学習 

各自空気を介しての感染症を調べ学習して

おく 

事後学習 Pm2.5等、浮遊粒子状物質の影響 

第１０回 
水質汚染と児童の健康被害（胎内環境・催奇形因子）―

有機水銀による先天性水俣病の事例からー 

事前学習 社会科教科書・学習指導要領を調べておく 

事後学習 
なぜ次世代に影響を及ぼすかについて理解

し、環境行政施策に必要性を認識する 

第１１回 
都市化・人工化による児童の健康―自律神経系・免疫系

への影響 

事前学習 
自然環境因子の欠如が、成長過程の児童の健

康影響を整理する 

事後学習 疫学調査の結果を併せて考える 

第１２回 
中国の大気汚染と環境教育：過去・現在・未来 

―北京・瀋陽等の児童の健康状態に注目してー 

事前学習 
留学生の出身地中国他の大気汚染の現状を

把握 

事後学習 留学生大学院修士学位論文から、考える 

第１３回 
日本の大気汚染・水質汚濁と児童の健康影響 

―時代変遷から考えるー 

事前学習 過去の事例を収集する 

事後学習 
現在に至ったその経過をまとめ、海外協力体

制を 

課題研究

１ 

研究課題：モンゴルほか、アジアの環境問題と児童の健康を考えるー気象条件による黄砂、浮遊粒子状物質等、観測デ

ータを入手して、考察を加え、レポートにまとめる 

ﾚﾎﾟｰﾄ形式：A4用紙 2～3枚（データ・図表を含める） 

実施時期：第 9回目の授業後に行う 

発表は、第 12回授業中に行う 

事後学習：レポート作成と質疑応答・意見交換をとうして学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

研究課題：児童環境保健論とは、どのような内容をどのような目的のために学ぶのか？について、各自レポートにまと

める 

ﾚﾎﾟｰﾄ形式：A4一枚」（1000字程度） 

実施時期：第 11回目の授業後に行う 

発表は、11回目の授業時に行う 

事後学習：レポート作成・発表・対話を介して、学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会 （2 単位） 

３．科目番号 SJEL3421 

２．授業担当教員 小野 智一 

４．授業形態 講義、演習、実習等を織り交ぜる。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

同一年度に「社会科指導法」を履修することが望ましい。 

本科目で指導要領の趣旨を理解し、「社会科指導法」においては指導案作成と授業実践を中心とする課題

に取り組む。 

７．講義概要 

小学校社会科の教科の目標は、「社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動
を通して、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公

民としての資質・能力の基礎を養う」という柱書部分と、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、
「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱に沿った資質・能力に関わる具体的な目標で構成されている。
本講義では、今回の改訂のねらいと目標、小学校社会科の目標と内容等について学修する。特に、各学年

の目標と指導内容の特色等について具体的に検討する中で、習得型の知識と探究による知識活用について
学び、社会科と各教科等との関連についても理解を深める。さらに、社会科学習に必要な学び方や調べ方
を身に付ける学習や体験的な学習、問題解決的な学習を一層重視する社会科学習の在り方についても検討

していく。 

８．学習目標 

「社会」の学習が終了した時点で、学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．小学校社会科の意義、目標、及び各学年の目標・内容を理解し、説明できるようになる。 

2．社会生活の内容について、地理（自然・国土・産業）、歴史、公民の各分野の特徴を述べることが出来

る。 

3．小学校社会科の指導計画作成・学習方法や小学校社会科の評価規準について理解し、説明できる。 

4 授業においては、班活動の重要性を理解し、役割を分担し協力態勢のもとで、調査・体験・作業的な学

習 

や話し合い・ 発表学習ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各回に設定するアサインメントは以下の内容になります。 

①：教育基本法より、社会科に関係する箇所・条文を見つけよう。 

②：各学年の目標のうち、「理解に関する目標」について、学年を追ってどのような発達を子どもに期待し

ているのかまとめなさい。 

③：指導計画を作成する上での配慮事項にはどのようなものがあるのか。要点をまとめなさい。 

④：学習指導案作成にあたってのポイントを整理しなさい。 

⑤：「言語活動」とは何か説明しなさい。 

⑥：「身近な地域」とは何か説明しなさい。 

⑦：地図記号の意味について説明しなさい。 

⑧：見学（観察調査）の注意事項をまとめなさい。 

⑨：「国」の定義について説明しなさい。 

⑩：社会の変化を示す統計資料を見つけ、グラフにまとめなさい。 

⑪：42名の歴史上の人物について紹介文をつくりなさい。 

⑫：道徳教育の目標を説明しなさい。 

⑬：「災害復旧」における行政の取り組みについて取り上げた資料を紹介しなさい。 

⑭：海外の食生活の様子について観察できる資料を見つけ、紹介しなさい。 

講義では上記をリーディングアサインメント（RA）と称して事前・事後学習課題を作成し、配付します。

授業内で解説することになりますが、事前に教科書を読んで課題を解答してください。なお、解説後は事

後学習ののちに教員に提出することとします。提出方法については授業内で案内します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説〈平成 29年告示〉社会編』日本文教出版、2018年。（以下、シラバス内で

はこの文献をテキストと呼称します。） 

※秋期科目「社会科指導法」（小野担当）にて使用するテキストと一部供用します。 

【参考書】 

1) 日本社会科教育学会編『社会科教育事典』ぎょうせい、2012年。 

 「調べ学習」「ポートフォリオ」や「ポスターセッション」など社会科授業を創る上でのキーワードや理論に

ついて事典様式で解説がなされている。アカデミックの色彩が強い書籍なので発展的学習のための材料として

ここに紹介します。 

2) 文部科学省『中学校学習指導要領解説〈平成 29年告示〉社会編』東洋館出版、2018年。 

・文部科学省『小学校学習指導要領解説〈平成 29年告示〉総合的な学習の時間編』東洋館出版社、2018年。 

 中学校指導要領の内容については、教科書の付録にもある。また、総合的な学習の時間についての理解は必須

である。生活科についても同様だが、各教科間の関係性について注目してみると指導計画を立てる上で有意で

ある。 

3) 2万 5千分の 1地形図。 

 国土地理院が発行する地図。講義内では巡検地域の地形図を事例提示するが、教育実習で勤務する学校の含ま

れた地形図や学生自身が慣れ親しんだ地域の地形図をみて、実際の光景と地図上での見え方についての感覚を

トレーニングすることが大切。地域に根ざした社会科授業を作り上げる過程で生きてくる力となる。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ４０％ 

レポート課題      ６０％ 

  



 

 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生の多くは将来、小学校教諭を志すと推察します。小学校教諭の資質として、「子どもが好き」であるこ

と、「子どもの心身の成長を支援したい」という意欲とそれを果たそうとする責任感など様々あります。しかし、

同様に大事にしなければならないこととして、本科目をはじめとする各教科の学習指導です。成長過程にある子

どもは様々な学びをします。その学びの機会に、保護者以上に関わるのが小学校教諭です。これは、子どもを託

した保護者との信頼関係を築くことにも影響が及ぶものです。本科目をきっかけとして、社会的な事象への関心

を深め、「社会」のありようを伝え考えさせることができる様にしていきましょう。 

また、本科目では教科指導を通して、いじめ問題、キャリアデザインといった課題を解決することを考えてい

きます。学外の研究団体との交流なども機会を設け、教室と現実社会のつながりを味わわせられる授業づくりを

目指していきます。学外での授業発表の機会も計画しています。 

本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の条件を設定しています。 

①授業に集中してください。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 

②欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告してください。（事後に提出してください。事

前は口頭報告するようにしてください）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不合格とな

ります。 

③明らかに受講態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も受講態度の改善が見られないと

判断された場合、課題提出の状況如何に関わらず単位の修得は認めません。 

④教員による解説中は携帯電話の電源を切ってください。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて使用

の許可を出すこととします。 

また、教員は次のことを実行します 

①授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

②受講生全員に聞こえる大きさの声で話をします。また、専門用語はわかりやすく説明します。 

③一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発言・

発表等）できる双方向対話型の学習環境を作ります。 

④遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切な態度

が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組みます。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他者の学

習を阻害する行為をした場合は減点対象とします。受講生各自が社会人として自立成長しようという自覚を持

って講義に参加することを期待します。 

13．オフィスアワー 

講義前後の時間もしくは e-mailにて対応します。 

toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

時間割判明後、講義内にて案内します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

①オリエンテーション（シラバスを必

ず持参すること。コピーでも可。） 

②社会科教育の意義を考える 

事前学習 

課題：「社会科」に期待されていることは何だろう。 

テキスト pp.1～9 を読み、改訂された学習指導要領の性格をま

とめよう。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第２回 

社会科教育の歴史と教育基本法 

学習指導要領（試案）誕生から現在ま

での教科「社会」の変遷。教育基本法

に見る社会科教育の課題と方向性。 

事前学習 

課題①：教育基本法より、社会科に関係する箇所・条文を見つけ

よう。課題②：戦後に登場した社会科はどのような内容であった

のか。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第３回 

社会科の目標と内容 

教科の目標、各学年の目標、各学年の

内容について概観する。 

事前学習 

課題：各学年の目標のうち、「理解に関する目標」「能力に関する

目標」について注目し、学年を追ってどのような発達を子どもに

期待しているのか説明してみよう。テキスト pp.10～17 を参照

するとよい。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第４回 

社会科の指導計画 

指導計画作成上の配慮事項、各学年に

わたる内容の取り扱いと指導上の配慮

事項 

事前学習 

課題①：指導計画を作成する上での配慮事項にはどのようなも

のがあるのか。要点をまとめよう。 

課題②：各学年にわたる内容の取り扱いと指導上の配慮事項に

はどのようなものがあるのか。要点をまとめよう。 

テキスト pp.100～107を参照するとよい。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第５回 

社会科の学習指導案 

授業の映像資料をみて、実践者が意図

した授業の展開について再現を試み

る。 

事前学習 

課題：学習指導案作成にあたってのポイントを整理しよう。授業

の時に大切にすることは何か。その根拠も含めて各々リストア

ップしておくこと。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第６回 

社会科における評価 

「言語活動」を事例として社会科授業

で取り組まれるレポート作成や新聞

づくり、劇化表現などの意義について

考える。 

事前学習 

課題：社会科における「言語活動」はどうあるべきか。具体的な

指導方法を 1点取り上げ、どう評価するのか説明しよう。言語活

動は例えば実践としてはレポ～ト作成や新聞づくりなどの形で

現れる。その成果をどのような観点で評価するべきか考える。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 



 

 

第７回 

第 3・4学年の地域学習① 

地域の様子を実際に観察させる学習活

動をどのように構成するべきか考える。 

事前学習 

課題：「地域における社会的事象を観察や調査する」にあたり具

体的に取り組ませる時のポイントを指摘しよう。見学活動指導

での注意点をリストアップしてみる。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第８回 

第 3・4学年の地域学習② 

地形図と地図記号指導の実際について

考える。 

事前学習 

課題：地形図から「地形」「土地利用の様子」を読み取ろう。 

地元や実習先の学区、または大学付近の地形図を見て気になっ

た場所をリストアップしてみる。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第９回 

第 5学年の国土学習 

我が国の位置と領土について調べる際

の留意点について考える。 

事前学習 

課題：我が国の位置と領土について調べる際の留意点について

説明しよう。 

テキスト pp.51～52を参照。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第１０回 

第 5学年の産業学習 

資料を活用する学習を進めていく上で

の留意点を図式資料（特に統計）の活用

場面を事例に説明する。 

事前学習 

課題：統計資料にはどのような種類があるのか。またそれぞれ

の特性について考えよう。 

身近な統計デ～タを一つ取り上げどのように授業で活用できる

のか考えてみる。  

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第１１回 

第 6学年の歴史学習① 

先人の業績や文化遺産について興味関心

をもたせ理解を深めるための指導をする

上でのポイントは何か考える。 

事前学習 

課題：先人の業績や文化遺産について興味関心をもたせ理解を

深めるための指導をする上でのポイントは何か、指摘してみよ

う。 

テキスト pp.75～87を参照。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第１２回 

第 6学年の政治学習 

「災害復旧の取り組み」を事例として政

治の働きについての学習を進める上で

のポイントを考える。 

事前学習 

課題：「災害復旧の取り組み」を事例として政治の働きについて

の学習を進める上でのポイントを指摘してみよう。 

テキスト pp.88～93.を参照し、教材案を考えてみる。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降のリー

ディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第１３回 

第 6学年の国際理解学習 

「異なる文化や習慣の違い」に触れる学

習について、「食文化」を事例として教材

について考える。 

事前学習 

課題：「異なる文化や習慣の違い」に触れる学習について、「食

文化」を事例として教材を探してみよう。 

テキスト pp.94～99.を参照し、教材案を考えてみる。 

事後学習 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。秋期の社会科指

導法のシラバスをもとに授業実践として「社会」をどのように

構成していくのか見通しをもつ。 

 

 

課題研究 

課題研究

１ 

テーマ：第 3学年の学習で子どもに地域探検させるときのコース案を考える。 

レポート形式：①コースを書き込んだ地形図のコピー（使用する図は授業中に指示

する。） 

②探検中に観察させたい場所（建物・地形など）について 2か所以上取り上げ、そ

の内容を説明するレポート。A4用紙 1枚以内。 

テーマの趣旨：第 3・4学年の地域学習③ 

第 7,8 回授業で学んだ指導内容および地形図の利用方法をもとに教材研究の実践

を行う。母校小学校周辺または大学周辺を地形図持参で見て歩き、地図上での見え

方と実際の地形を比べてみる。地形図上での表記と実地での違いがある場合など、

子供に観察させるときのポイントを考える。 

実施時期

と提出期

限 

第 7,8 回授業終了後

から第 12 回授業時

までに提出する。 

事後学習 

レポートへの助言・

質疑を通して学習を

振り返り学習内容の

定着を図る。 

課題研究 

２ 

テーマ：社会科と道徳教育の関係について 

レポート形式：A4用紙 1枚以内。 

テーマの趣旨：社会科と道徳教育の関係について、学習指導要領ではどのように説

明されているかとらえること。 

テキスト p.104, pp.138～139を参照。 

実施時期

と提出期

限 

第 1 回授業時から第

14 回授業にまでに

提出する。 

事後学習 

レポートへの助言・

質疑を通して学習を

振り返り学習内容の

定着を図る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL3306 

２．授業担当教員 池田 芳和 

４．授業形態 講義、演習、実習等を織り交ぜる。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校社会科の教科の目標は、「社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を

通して、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民と
しての資質・能力の基礎を養う」という柱書部分と、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学び
に向かう力、人間性等」の三つの柱に沿った資質・能力に関わる具体的な目標で構成されている。本講義で

は、今回の改訂のねらいと目標、小学校社会科の目標と内容等について学修する。特に、各学年の目標と指
導内容の特色等について具体的に検討する中で、習得型の知識と探究による知識活用について学び、社会科
と各教科等との関連についても理解を深める。さらに、社会科学習に必要な学び方や調べ方を身に付ける学

習や体験的な学習、問題解決的な学習を一層重視する社会科学習の在り方についても検討していく。 

８．学習目標 

「社会」の学習が終了した時点で、学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．小学校社会科の意義、目標、及び各学年の目標・内容を理解し、説明できるようになる。 

2．社会生活の内容について、地理（自然・国土・産業）、歴史、公民の各分野の特徴を述べることが出来る。 

3．小学校社会科の指導計画作成・学習方法や小学校社会科の評価規準について理解し、説明できる。 

4 授業においては、班活動の重要性を理解し、役割を分担し協力態勢のもとで、調査・体験・作業的な学習 

や話し合い・ 発表学習ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

社会科の視点で街を観察したり、情報を活用したりして、小レポートにまとめるなど課題を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】文部科学省『小学校学習指導要領解説社会編』東洋館出版社。 

     文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ４０％ 

レポート課題      ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

自らが感動し、問題をもつことが社会の学習の一歩である。この感覚を大切にしながら、社会科教育はどう
あればよいか考え、話し合い、自分なりの社会科教育観を創ってほしい。 

13．オフィスアワー 授業日の授業のない時間、随時（一時間目に伝達） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、社会科教育の目標の変わったと
ころと変わらなかったところを理解し、これからの学
習について見通しを持つ。 

事前学習 社会科で学んだことを思い出しておく。 

事後学習 
解説書を読み、改訂された内容について、

1000 字程度にまとめる。 

第２回 
社会科教育の目指す資質・能力について、学習指導要
領のまとめを基に話し合い、社会の考え方や特質につ
いて考える。 

事前学習 改訂点を明確にしておく。 

事後学習 社会科教育の資質・能力・特質を整理する。 

第３回 
学習指導要領に示された社会の見方・考え方と社会科
教育の学年の内容との関係を考え、社会科学習の到達
目標を考える。 

事前学習 
社会科の見方考え方について調べ、1000字程
度にまとめる。 

事後学習 目標の構造を整理してくる。 

第 4 回 
地理的環境と人々の生活の目標と内容 
学習指導要領から、地理的分野の学習を取り出し、空
間的な見方考え方について考えることができる。 

事前学習 系統的にした内容を学年ごとにわける。 

事後学習 
小学校における地理的な学習についてまとめ

る。 

第 5 回 
地図指導の在り方 
地図の学習の基礎基本を知り、活用できるようにす
る。 

事前学習 ２万５千分の１の地図を読んで、まとめる。 

事後学習 小学校における地図指導の要点をまとめる。 

第 6 回 
地域学習の方法（観察とレポート） 
小学校 3/4年生の学習に合わせ、学区域の観察、行政
区域の観察を行い、レポートにまとめる。 

事前学習 ３・４年生の学習内容を調べる。 

事後学習 
地域観察したことで分かったことをまとめ

る。 

第 7 回 
現代社会の働きと人々の生活の目標と内容 
我が国の産業の様子について調べ、生産・消費生活の
現状とこれからについて考察できる。 

事前学習 ５年生の学習について調べる。 

事後学習 
日本の産業の様子について、分かったことを

まとめる。 

第 8 回 

歴史と人々の生活の目標と内容 
人物中心の歴史学習を進めるために(人物の資料収集) 
学習指導要領に示された人物について調べ、業績を発表
しあい、時代の特徴を知る。 

事前学習 日本史年表を作成する。 

事後学習 人物と歴史的な事柄との関連をまとめる。 

第 9 回 
歴史と人々の生活の目標と内容 
近代日本の歴史について調べ、その特徴をまとめる。 
 

事前学習 
教科書の指導案を例に、自分の選んだ人物を調べ
る。 

事後学習 
人物と歴史事象との関連から、学びの中心概

念をまとめる。 

第 10 回 
公民的分野の目標と内容 
学習指導要領から、公民的分野の学習を取り出すこと
ができる。 

事前学習 日本国憲法について調べる 

事後学習 小学校で取り扱う内容をまとめる。 

第 11 回 
資料活用の在り方 
教科書に示されている代表的な資料の分析と活用の
仕方を学ぶ。 

事前学習 印象に残っている資料を探してくる。 

事後学習 資料と思考との関連についてまとめる。 



 

 

第 12 回 
指導と評価の一体化 
社会科の指導と評価の一体化を目指して、評価方法を学
ぶ。 

事前学習 評価の在り方についての答申を読んでくる。 

事後学習 新しい評価の方法をまとめる。 

第 13 回 
社会科教育の構造をまとめる 
義務教育における社会科教育の構造を学び、小学校社
会科の特徴をまとめる。 

事前学習 社会科学習の構造を考える。 

事後学習 
社会科教育の改定点についてレポートをま

とめる。 

課題研究 

1 

課題内容：学習指導要領の改訂による、社会科の変更点について調べ、１０００字程度にまとめる。 

実施時期：第１回の終わりに課題を出し、事前研究とする。 

提出期限：２時間目の最初に課題を提出し、それを基に話し合い活動を行う。レポートは授業終了後に、集め採点す

る。この課題をやることによって第５回の授業を削減することができる。 

事後学習：社会科の変更点について、まとめる。 

課題研究 

2 

課題内容：社会科の見方考え方について調べ、その見方考え方が実社会の生活でどのように役立つか， 

１０００字程度にまとめる。 

実施時期：第２回の終わりに、課題を出し、事後、事前学習にする。 

提出期限：３時間目の授業時に提出。みんなで学び合いを行う。 

終了時に課題を出し、採点を行う。これにより社会科の学習構造が理解できる。 

事後学習：私たちの生活の中で、社会の見方考え方が生かされる場面を整理する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会 （2 単位） 

３．科目番号 
EDEL3306 

EDEL2306 
２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 講義、演習、実習等を織り交ぜる。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校社会科の教科の目標は、「社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を

通して、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民と
しての資質・能力の基礎を養う」という柱書部分と、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学び
に向かう力、人間性等」の三つの柱に沿った資質・能力に関わる具体的な目標で構成されている。本講義で

は、今回の改訂のねらいと目標、小学校社会科の目標と内容等について学修する。特に、各学年の目標と指
導内容の特色等について具体的に検討する中で、習得型の知識と探究による知識活用について学び、社会科
と各教科等との関連についても理解を深める。さらに、社会科学習に必要な学び方や調べ方を身に付ける学

習や体験的な学習、問題解決的な学習を一層重視する社会科学習の在り方についても検討していく。 

８．学習目標 

「社会」の学習が終了した時点で、学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．小学校社会科の意義、目標、及び各学年の目標・内容を理解し、説明できるようになる。 

2．社会生活の内容について、地理（自然・国土・産業）、歴史、公民の各分野の特徴を述べることが出来る。 

3．小学校社会科の指導計画作成・学習方法や小学校社会科の評価規準について理解し、説明できる。 

4 授業においては、班活動の重要性を理解し、役割を分担し協力態勢のもとで、調査・体験・作業的な学習 

や話し合い・ 発表学習ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ミニレポート・ワークシート 

各回の講義内容に沿った課題を提示する。 

２．夏休みの課題 

小学校社会科に関連する施設（工場・歴史遺跡・市場・行政施設・博物館・歴史館・郷土資料館等）を見

学し、レポートを作成する。 

３．期末レポート 

授業内で課題を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領(平成 29年告示)解説 社会編』日本文教出版、2018。 

【参考書】 

須本良夫編『若い教師のための小学校社会科 Capter15』梓出版社、2012。 

吉田武男監修『初等社会科教育』ミネルヴァ書房、2018． 

『新しい社会 3・4年上下、5年上下、6年上下』東京書籍。 

『小学校学習指導要領』東京書籍、2009。 

社会認識教育学会編『小学校社会科教育』学術図書出版社、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ４０％ 

レポート課題      ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

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

４．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション‐社会科教育につ

いて考える‐ 

事前学習 これまで受けてきた社会の授業について振り返る。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第２回 小学校社会科の回願と展望 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第３回 
第３学年の内容 

-身近な地域や市区町村の様子- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第４回 
第３学年の内容 

-市の様子の移り変わり- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第５回 
第４学年の内容 

-人々の健康や生活環境を支える事業- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第６回 
第４学年の内容 

-自然災害から人々を守る活動- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま



 

 

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第７回 
第５学年の内容 

-我が国の国土の様子と国民生活- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第８回 
第５学年の内容 

-我が国の工業生産- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第９回 社会科見学における観察・調査 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１０回 
第６学年の内容 

-我が国の歴史上の主な事象- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１１回 
第６学年の内容 

-我が国の政治の働き- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１２回 
第６学年の内容 

-グローバル化する世界と日本の役割- 

事前学習 前回の授業で学んだことや考えたことを復習しておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１３回 
レポート作成（現在求められている社会

科教育の在り方について検討する） 

事前学習 レポートの課題について自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

課題研究

1 

課題研究テーマ： 社会科見学をする上で留意するべきことについて、まとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。 

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

課題研究

2 

課題研究テーマ： 授業で取り上げてきた単元の中から１つ選び、教材研究を行い、授業計画を構想する。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末レポート作成に活用する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1113 

GELA1334 

GELA1313 ２．授業担当教員 若狭 清紀 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会シ
ステム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性の中
で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とするよう

な問題（ニーズ）も社会的関係の中から生ずるものだからである。こうしたことから、援助職に就こうとす
る者には、人間を取り巻く「社会」のなりたちや変化について観察・分析する学問である社会学の学習が必
要となるのである。 

 この講義では、社会学の基本的な考えかたと対象について幅広く取り上げる。また、国家試験などで求め
られる社会学の基本的な用語や知識についても学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．現代社会についての基礎知識を身につけて、物事をその社会的背景から考えられるようになる。 

2．人間と社会の関係について学び、人間を社会的関係の中で捉えられるようになる。 

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 毎回の授業の学習の記録を、指定する書式で提出してもらう。 

 夏休みまたは冬休み前に、「自分の生活史、生活経験に関して、いくつかのテーマを設定して、教科書の

記述と関連させながら社会学的に考察しなさい。」という設題のレポートを提出してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会『社会理論と社会システム（第 3 版）』中央法規出版、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

・現代社会や社会問題についての理解をもとに、自分の考えを述べることができるか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

社会学が扱う「社会」は、常に変化している。授業の中でも最新の動向を紹介するが、ぜひ日頃から新聞

や雑誌を読む習慣をつけてほしい。 

授業中は私語をしない、携帯電話を鳴らさないなどの基本的なマナーを守るように努めてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：社会とは何か、社会学と

は何か 

事前学習 
シラバスに目を通しておき、授業時に持って来ること。

教科書 pp.2～3の 21行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第２回 
社会システム ～社会システムとは、社会シス

テムの構造と機能、規範 

事前学習 
教科書 p.14の 3段落目まで、pp.16の最終段落～17の

５段落目、pp.19の 2段落目～20の１行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第３回 社会変動 ～社会変動とは何か、近代化 
事前学習 教科書 pp.58～62の 5行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第４回 人口変動とその影響 ～少子化、高齢化 
事前学習 

教科書 pp.76～80 の 2 段落目、pp.82 の 3 段落目～83

の 8行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第５回 
生活の捉え方 ～ライフサイクル、ライフコー

ス、生活の質 

事前学習 
教科書 pp.95 の 3 段落目～96 の 2 段落目、pp.99 の下

から 9行目～104を読む 

事後学習 学習記録への記入 

第６回 家族（１） ～家族と世帯 
事前学習 教科書 pp.105～108の 4段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第７回 家族（２） ～家族の機能、家族の変容 
事前学習 

教科書 pp.108の最終行～109、pp.112の 4段落目～116

の 4段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第８回 地域 ～地域・コミュニティの概念、都市化 
事前学習 

教科書 pp.120～124の２段落目、pp.126の最終行～127

の 3段落目を読む 

事後学習 学習記録への記入 

第９回 
社会関係 ～社会的行為、社会的役割、社会的

ジレンマ 

事前学習 

教科書 pp.145の下から 8行目～146、pp.151～152の 3行

目、pp.153の最終行～155の 4の前、p.176の下から 6行

目まで、p.183の 2段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

  



 

 

第１０回 社会集団と組織 ～集団の概念・類型、官僚制 
事前学習 

教科書 pp.164の下から 2行目～169の 4段落目、pp.170

の最終段落～171の 2段落目、pp.172の最終段落～173

の 2段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１１回 
社会関係資本と社会的連帯 ～中間集団の解

体、社会関係資本 

事前学習 
教科書 pp.187～188の下から６行目、pp.189の下から

4行目～191の 1行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１２回 
社会病理と逸脱 ～文化学習理論、社会緊張理

論、機会構造論、ラベリング理論 

事前学習 教科書pp.200～207の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１３回 社会問題① ～貧困、ワーキングプア 
事前学習 

教科書 pp.211～215 の 4 行目、pp.53 の最終段落～54

の 2段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書 pp.215 の 2 段落目～220 の 3 段落目を読み、「非行・いじめ・ハラスメント・ひきこもり」に

ついて、教科書の内容と自分が考えたことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000字程度） 

実施時期：授業開始後に決定する。 

提出期限：夏休み前の最終授業時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で

行う。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：教科書 pp. 220の４段落目～224を読み、「ＤＶ・児童虐待・高齢者虐待」について、教科書の内容と

自分が考えたことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000字程度） 

実施時期：授業開始後に決定する。 

提出期限：夏休み前の最終授業時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で

行う。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会教育課題研究 （4単位） 

３．科目番号 

SNMP4404 

SCMP4404 

SBMP4404 

SSMP4404 

SSMP4304 

２．授業担当教員 手打 明敏 

４．授業形態 
学生各人が研究課題を設定し、グループ討議等により調査研究を 
行いながら論文をまとめる。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は、文部科学省令で定められた社会教育主事養成の必修科目であり、社会教育・生涯学習の諸課題

について理解を図る。 

７．講義概要 

生涯学習時代を迎え、学校以外の場である家庭や職場、地域等において様々な学習活動が展開されてい

る。これらの学習活動への支援は、社会教育としてとらえられる。 

ところで、学生は３年次にソーシャルワーク実習、精神保健福祉援助実習、保育実習）を行っている。

これら実習先等の施設においても人々は学習活動を展開しており、この学習活動も社会教育の範疇にあ

る。また、現代社会の諸問題に向き合い、持続可能な社会づくりを志向する社会教育実践は、実習で経験

してきたソーシャルワーク等に関連するテーマはもとより、その領域は多岐にわたる。授業では、そうし

た自らの体験と各地の実践事例を意識し、受講者主体の社会教育講座を実際に企画運営する技能を修得

し、学習活動支援（社会教育）上の問題・課題を研究・討議し、社会教育推進方策を策定する。 

８．学習目標 

次の目標の達成に努める。 

① 学校以外のあらゆる場で展開されている様々な学習活動についての知識を身につける。 

② その学習活動を支援するのが社会教育であることを理解し、説明することができる。 

③ 特に実習先等の施設における人々の学習支援活動（社会教育）の状況を把握するとともに、 

学習活動支援の問題・課題を的確にとらえ説明することができる。 

④ その問題・課題について研究・協議し、社会教育推進方策を策定することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業をふまえて中間レポートとして、1000字程度で各自の研究課題をまとめていただく。 

授業での討議をふまえて期末に2000字程度で研究成果をまとめていただく。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】手打明敏・上田孝典編著『＜つながり＞の社会教育・生涯学習』東洋館出版社、2017年。 

【参考書】野元弘幸編著『社会教育における防災教育の展開』大学教育出版 2018年。 

日本社会教育学会 60周年記念出版部会編『希望への社会教育』東洋館出版社 2013年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会教育に関する理念・社会的役割について理解し、具体的に説明できる力を身につけたか。（知

識・理解） 

２．社会教育に関する現代的課題について自ら主体的に研究し、対象者に合わせて、適切なテーマを設定

した上で学習講座等を企画・開催できる力を身につけたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

１．授業への取り組み姿勢                    総合点の３０％ 

２．授業内での課題提出（課題レポート・企画書作成等）      総合点の４０％ 

３．期末レポート（研究成果発表含む）              総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業の前半では教科書を講読し社会教育・生涯学習にかかわる課題について検討をおこなう。後半で

は、受講生の研究課題を検討し、レポート作成をおこなう。このような授業であるから、受講生は主体

的、積極的に授業に参加していただきたい。 

13．オフィスアワー 
初回授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

本授業の進め方について説明し、教科書『＜つながり

＞の社会教育・生涯学習』の概要について説明する。 

事前学習 
教科書『＜つながり＞の社会教育・生涯学

習』に目をと通しておくこと 

事後学習 
社会教育と生涯学習の関係について整理する

こと 

第２回 教科書の序章『＜つながり＞の社会教育・生涯学習』 

事前学習 
教科書の序章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 
現代社会における＜つながり＞の意味につい

て整理する。 

第３回 
教科書の第 1章 生涯学習政策における連携・協働・

ネットワーク 

事前学習 
教科書の第 1章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 日との生涯学習政策の特徴を整理する。 

第４回 教科書の第 2章 地域の学びと地域づくり 
事前学習 

教科書の第 2章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 近年の地域づくり政策の動向を整理する。 

第５回 教科書の第 3章 住民主体の地域運営と公民館 
事前学習 

教科書の第 3章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 公民館の機能について整理する。 

  



 

 

 

第６回 
補足資料をもとに住民の学習を支援する地域社会教育

施設について解説する。 

事前学習 
社会教育法、図書館法、博物館法を読んでお

くこと。 

事後学習 
地域社会教育施設の機能と役割について整理

する。 

  

第 7回 教科書の第 5章 学校と地域の協働関係づくりの方策 

事前学習 
教科書の第 5章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 
コミュニティ・スクールとはどのような仕組

みか説明できるよう整理する。 

第 8回 
補足資料をもとに、地域とともにある学校を支援する

地域の取り組みついて解説する。 

事前学習 
文部科学省ホームページ等から地域学校協働

活動について調べる。 

事後学習 
地域とともにある学校と住民の学びについて

説明できるよう整理する。 

第９回 教科書の第 6章 若者にとってのたまり場・居場所 
事前学習 

教科書の第６章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 たまり場と居場所の異同について整理する 

第 10回 
教科書の第 7章 多文化共生の地域づくりへの取り組

み 

事前学習 
教科書の第７章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 各地の多文化共生の取り組みを整理する。 

第 11回 教科書の第 8章 地域の自治を志向する住民の学び 

事前学習 
教科書の第８章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 
地域の自治と住民の学びの関係を説明できる

よう整理する。 

第 12回 
資料をもとに 東日本大震災後の地域復興にかかわる

住民の学びについて解説する。 

事前学習 
新聞・雑誌等で東日本大震災被災地の復興に

ついて調べておくこと。 

事後学習 
地域復興を支える住民の学びについてまとめ

る。 

第 13回 
教科書の第 10章 障害者の地域における自立を支える

親の役割 

事前学習 
教科書の第 10章を熟読し、要点をまとめる

こと。 

事後学習 
知的障害者をもつ親の学習について整理す

る。 

第 14回 
教科書第 11章 労働と生活の分断を乗り越えるための

学習 

事前学習 
教科書の第 11章を熟読し、要点をまとめる

こと。 

事後学習 
ワークライフバランスについて説明できるよ

う整理する。 

第 15回 教科書の第 12章 リテラシーの学びと実践 
事前学習 

教科書の第 12章を熟読し、要点をまとめる

こと。 

事後学習 インフォーマルな学びについて整理する。 

第 16回 受講生の研究課題の発表と質疑① 
事前学習 研究関心を整理し発表資料を作成する。 

事後学習 質疑をふまえ研究関心を検討する。 

第 17回 受講生の研究課題の発表と質疑② 

事前学習 研究関心を整理し発表資料を作成する。 

事後学習 質疑をふまえ研究関心を検討する 

事後学習 質疑をふまえ研究関心を検討する 

第 18回 受講生の研究課題の発表と質疑③ 
事前学習 研究関心を整理し発表資料を作成する。 

事後学習 質疑をふまえ研究関心を検討する 

第 19回 研究成果の中間報告① 
事前学習 

研究成果の中間まとめの発表資料を作成す

る。 

事後学習 質疑をふまえ研究成果のまとめをおこなう 

第 20回 研究成果の中間報告② 
事前学習 研究成果の中間まとめの発表資料を作成する 

事後学習 質疑をふまえ研究成果のまとめをおこなう 

第 21回 研究成果の中間報告③ 
事前学習 研究成果の中間まとめの発表資料を作成する 

事後学習 質疑をふまえ研究成果のまとめをおこなう 

第 22回 研究成果の中間報告④ 
事前学習 研究成果の中間まとめの発表資料を作成する 

事後学習 質疑をふまえ研究成果のまとめをおこなう 

第 23回 研究成果の中間報告⑤ 
事前学習 研究成果の中間まとめの発表資料を作成する 

事後学習 質疑をふまえ研究成果のまとめをおこなう 

第 24回 研究成果の発表① 
事前学習 研究成果の発表資料を作成する。 

事後学習 質疑をふまえ研究成果レポートを作成する。 

第 25回 研究成果の発表② 
事前学習 研究成果の発表資料を作成する 

事後学習 質疑をふまえ研究成果レポートを作成する。 



 

 

第 26回 担当教員による授業のまとめ 
事前学習 

授業での質疑を通して研究関心がどのように

変化したかを整理しておくこと。 

事後学習 本授業の成果を整理する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回から第 6回の講義内容をふまえて地域住民の〈つながり〉の形成に果たす社会教育の役割に

ついてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。第 9回授業時に担当教員のコメントをつけて返却する。コメントに関し

て質問がある場合には、担当教員の研究室で随時対応する。 

事後学習：レポートについてのコメント、教員との質疑をふまえて学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7回から第 12回の講義内容をふまえて、関心をもった地域でおこなわれている住民の学習活動

についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A用紙 1枚程度（1,000 字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。第 15回授業時に担当教員のコメントをつけて返却する。コメントに関

して質問がある場合には、担当教員の研究室で随時対応する。 

事後学習：レポートについてのコメント、教員との質疑をふまえて学んだことをまとめる。 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第 2回から第 16回までの講義と質疑をふまえて受講生が取り組む社会教育課題研究のテーマとそ

のテーマを設定した意図をレポートにまとめる。 

レポート形式：A用紙 1枚程度（1,000 字程度） 

実施時期：第 16回の授業後に実施する。 

提出期限：第 17回の授業開始時に提出する。第 17回授業は、学生がレポートをもとに発表をおこない、受講生全員

で議論する。 

事後学習：レポートについての議論をふまえて学んだことをまとめる。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第 17回から第 22回までの社会教育課題研究に関する質疑応答をふまえて中間レポートを作成す

る。 

レポート形式：A用紙 1枚程度（１,000字程度） 

実施時期：第 22回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23回の授業開始時に提出する。第 23回授業は、学生がレポートをもとに発表をおこない、受講生全員

で議論する。 

事後学習：レポートについての議論をふまえて学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会言語学 （2単位） 

３．科目番号 EIJP2144 

２．授業担当教員 古田 高史 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「言語学概論」「第二言語習得理論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

社会言語学とは、社会の中で言語がどのように使用されているかに関し理解を深める学問である。具体的に

は社会の中の性差、地域差、世代差などによる言語の運用について日本語を対象にしながら学んでいく。す

なわち本講義は、日本語教育に必要な日本語の運用規則を理解するとともに，言語教育に携わる上での言語

観を養うための基礎的科目といえる。日本語母語話者が無意識に行っている言語活動を「社会」という観点

から見つめ直すことで，日本語の多様性および日本語の運用規則を理解する。 

８．学習目標 

１．社会言語学の研究領域と研究対象を含む基礎的考え方を理解する。 

２．日本社会における言語使用の多様性について性差、地域差、世代差を対象としながら具体的に理解する。 

３．日本社会において位相による日本語の運用規則を理解する。 

４．日本語教育における社会言語学の意義について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 小論文①：身の回りの言葉について、800字程度の発表原稿を作成する。 

2. 小論文②：言葉と文化について、具体的なテーマを決めて、1200字程度の発表原稿を作成する。 

3．最終レポート：小論文①、小論文②の内容を踏まえて、2000字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】石黒圭著『日本語は『空気』が決める―社会言語学入門』光文社新書、2013 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会言語学の研究領域と研究対象を含む基礎的考え方を理解できたか。 

２．日本社会における言語使用の多様性について性差、地域差、世代差を対象としながら具体的に理解でき

たか。 

３．日本社会において位相による日本語の運用規則を理解できたか。 

４．日本語教育における社会言語学の意義について理解できたか。 

○評定の方法 

授業への参加態度             30％ 

授業ごとの提出物と小テスト        30％ 

期末レポート               40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、受講生が身の回りの言葉に関心を持つきっかけを提供したい。そのため、受講生の関心

や状況に応じて、扱うトピックなどの調整を行う場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション/ 社会言語学について考える 

事前学習 
社会言語学について、知っていることを箇条書

きにしてみる。 

事後学習 
教科書目次を通読し、特に興味を持つ章を決め

ておく。 

第２回 
序章「空気」の支配力、理論言語学と違った社会言語学
について 

事前学習 教科書 pp.3~17を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.3~17を読み直し、社会言語学と理論
言語学の違いについて、整理してみる。 

第３回 
第 1章「社会言語学とは何か」言語共同体とアイデンテ
ィティについて 

事前学習 教科書 pp.28~47を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.28~47 を読み直し、言語共同体とア
イデンティティについて、整理してみる。 

第４回 
第 2章「地域に根ざした言葉」地域方言と社会方言、標

準語、俗語について 

事前学習 教科書 pp.48~73を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.48~73 を読み直し、地域に根ざした

言葉について、整理してみる。 

第５回 
第 3章「話し手に根ざした言葉」言葉とジェンダー、幼
児語、若者語について 

事前学習 教科書 pp.74~88を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.74~88 を読み直し、言葉とジェンダ
ーについて、整理してみる。 

第６回 
第 3章「話し手に根ざした言葉」老人語、中年語のない
理由、言葉と社会階層、役割語と「らしさ」について 

事前学習 教科書 pp.89~100を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.89~100を読み直し、ことばと社会階
層について、整理してみる。 

第７回 
第 4章「聞き手に合った言葉」親疎関係、アコモデーシ

ョン理論について 

事前学習 教科書 pp.101~108を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.101~108を読み直し、言葉と親疎関

係について整理してみる。 

第８回 
第 4章「聞き手に合った言葉」上下関係、敬語とポライ
トネス理論について 

事前学習 教科書 pp.109~116を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.109~116 を読み直し、敬語について
整理してみる。 



 

 

第９回 
第 5章「状況に合った言葉」場と場面、話題、機能、文

末文体の切り替えについて 

事前学習 教科書 pp.117~132を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.117~132を読み直し、「状況に合った
言葉」について整理してみる。 

第１０回 
第 6章「伝達方法に合った言葉」談話共同体とジャンル、
話し言葉と書き言葉について 

事前学習 教科書 pp.133~149を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.133~149を読み直し、話し言葉と書

き言葉の違いについて整理してみる。 

第１１回 
第 7章「日本語の人称表現」種類、アイデンティティ、
聞き手や状況に合わせること、体系と変化について 

事前学習 教科書 pp.150~182を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.150~182を読み直し、日本語の人称
表現について整理してみる。 

第１２回 
第 9章「言葉と文化」言語決定論と言語相対論、政治的

公正性、言葉によって変わる談話構造について 

事前学習 教科書 pp.203~220を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.203~220を読み直し、言葉と文化に
ついての研究テーマを考えてみる。 

第１３回 これまでの内容の振り返り、最終レポートの準備 

事前学習 
学習内容を復習し、疑問点を明らかにしてお
く。 

事後学習 
第 9 回、第 14 回で発表した原稿を見直し、最
終レポートを執筆する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第４回から第８回で学習した「地域」「話し手」「聞き手」といった視点から、身の回りの言葉遣いの

特徴について、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、「身の回りの言葉遣い」についてまとめてみる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第１１回で学習した「日本語の人称表現」の特徴について、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第１１回の授業後に実施する。 

提出期限：第１２回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１３回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、「日本語の人称表現」についてまとめてみる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会情報学 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1301 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

情報化によって仕事や生活の様式が大きく変化している現代において、メディアや ITに関する知識は不可

欠なものである。本講義では、携帯電話、電子メール、インターネットなどといった情報化社会のキーワー

ドの理解をもとに、ワークスタイルやライフスタイルの変化を具体的な事例から学ぶ。また、社会における

メディアのあり方や、メディアを使う人間（ユーザー）にも着目する。 

８．学習目標 
情報化社会が現代にもたらした影響や人間の心理や生理へ与える問題などについて理解し、情報化社会に

おけるメディアの在り方を理解することを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

原則として毎回の授業で課題を出題する。授業内容に関するレポートを提出し、次回の授業に向けた予習

や準備を行うこと。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】梅本吉彦 編著 『情報教育シリーズ 情報社会と情報倫理』 丸善出版。 

【参考書】講義の中で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で扱う情報化社会に関するそれぞれの内容について理解しているか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この講義では、こちらが提示する課題について、適宜発表やディスカッションしてもらうことによって、

さまざまな視点から物事を考える習慣や、適切な判断力を身に付けてもらいたいと考えています。 

13．オフィスアワー 初回の授業で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 

事前学習 
シラバスと指定教科書の内容を確認し、今後の学習事項につい

て把握する。 

事後学習 
オリエンテーションで学習した重要事項を学習ノート等に整

理し、記憶の定着を促す。 

第２回 情報社会における法と倫理 

事前学習 
テキスト第 1章を読み、情報社会とはどのようなものであるか

についてまとめる。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

第３回 情報社会における法と倫理 

事前学習 
情報社会には様々な関連する法がある。どのような方がある

か、またその概要を調べる。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

第４回 知的財産と情報 

事前学習 
知的財産とは何を指すのか、またどのような法で守られている

のか調べる。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

第５回 情報社会と個人情報保護 

事前学習 
テキスト第 2章を読み、個人情報とは何か、プライバシーとは

何かについてまとめる。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

第６回 個人情報保護の国際的動向 

事前学習 各国の個人情報の定義について調べる。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

第７回 コンピュータ社会と情報倫理 

事前学習 
テキスト 3章を読み、コンピュータ社会とは何を指すのか、ま

たそこで必要とされるモラルについて調べる。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

第８回 情報倫理とコンピュータセキュリティ 

事前学習 
コンピュータを利用する上で、どのようなセキュリティが必要

であるか調べる。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

第９回 情報倫理とコンピュータ犯罪 

事前学習 
情報社会となった現在、どのような犯罪が起きているのか調べ

る。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 



 

 

 

第１0回 学校運営と情報倫理 

事前学習 教育行政の視点から、情報倫理について検討する。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

第１1回 学校生活と情報倫理 

事前学習 学校生活において情報はどうあるべきか検討する。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

第１2回 情報倫理教育の在り方 

事前学習 
テキスト第 5章を読み、教職員、児童・生徒に対する情報倫理

教育はどうすべきか自分の意見をまとめる。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

第１3回 情報社会における新たな視点 

事前学習 
これまでの学習を踏まえ、今後情報倫理教育はどうあるべきか

各自の意見をまとめる。 

事後学習 
教科書及び配布資料で確認し、本時の学習内容と特に理解を要

する箇所の把握に努める。 

課題研究

１ 

テーマ：初等中等教育において、あなたの考える情報倫理を学ぶための教材を検討せよ 

    ・対象は初等中等とする 

    ・何を学ぶものなのか 

    ・どのような方法で学ばせるのか（講義，自主学習，集団活動等） 

    ・具体的な内容および全体図，利用方法を提示すること 

    既存の教材を研究し，オリジナリティのあるものを提案すること． 

形式：プレゼンテーション（10分） 

期限：第 8回の授業時にプレゼンテーションを行う 

事後学習：プレゼンテーションに対する意見をもとに，提案したものを改善する  

課題研究

２ 

学校現場における情報教育，教育環境の情報化について，下記についてまとめよ。 

・「学校教育の情報化の推進に関する法律」の概要をまとめよ 

・現代の子どもたちの情報リテラシにおいて懸念される問題点を挙げ，解決方法を提案し， 

今後どのように進めていくべきか述べよ 

・初等，中等教育において上納活用能力において，どのような能力を育成すべきか述べよ 

・諸外国の状況と比較し，日本の学校現場における情報化が進まない要因を挙げ，解決方法を提案し， 

今後どのように進めていくべきか述べよ 

分量：A4 2枚以上 

提出期限：第 13回講義時 

事後学習：返却されたレポートに対し，グループで意見交換を行い，意見をまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会心理学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2343 

SCMP2343 

SBMP2343 

SSMP2343 

EDPS2303 

２．授業担当教員 丹野 宏昭 

４．授業形態 講義・演習(ディスカッション･フィールドワークを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学入門」、「心理学概論」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

人は他者と関わり、集団に所属しながら生活している。そして人は、他者や集団や社会から様々な影響を

受けると同時に、自らも対人関係や集団に影響を及ぼしている。社会心理学は、社会学と心理学の境界領域

にあたる学問領域であり、人と他者・集団との関係の中で、人の態度や認知に表れるさまざまな変化を明ら

かにすることを主なねらいとしている。 

本科目では、社会心理学の主要な研究分野である自己、対人認知、対人関係、集団等の心理について、基

礎的な知見を学習するとともに、現代社会における諸現象について、社会心理学的視点から読み解いていく。 

８．学習目標 

1. 心理学における社会心理学の位置づけについて理解し、説明することができるようになる。 

2. 社会心理学における主要トピックスの要点を理解し、説明することができるようになる。 

3. 日常生活や社会現象について、社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 事前に次週のトピックに関する問題を設ける。 

それについて検討しておくことをアサイメントとする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】特に指定しない。 

【参考書】松井豊(監修)『対人関係を読み解く心理学 データ化が照らし出す社会現象』サイエンス社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学における社会心理学の位置づけに理解し説明できる 

2.社会心理学における狩猟トピックスの要点を理解し説明できる 

3.日常生活や社会現象について社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できる 

○評定の方法 

学則で決められた単位取得の条件（3/4 以上の出席）を満たしていることを前提として、授業態度点（授業

への積極的参加）30％、試験（小テスト、課題レポート）70％の合計得点により、成績を評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

講義の最初に小テストを頻繁に行うため、出席前に前回講義の復習をしておくことを推奨する。 

講義内容の詳細については初回講義にて説明するので、必ず出席すること。 

13．オフィスアワー 授業内で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス：社会心理学とは 
事前学習 本シラバスの内容を熟読し、本講義の学習内容を把握しておく 

事後学習 社会心理学の位置づけに確認する 

第２回 社会心理学の研究方法と領域 
事前学習 社会心理学の先行研究を調べておく 

事後学習 社会心理学の研究方法を確認する 

第３回 集団と個人 
事前学習 身の回りの集団について想定する 

事後学習 再度、身の回りの集団について社会心理学的に考察する 

第４回 集団の中での課題遂行 
事前学習 所属する集団の特性について想定する 

事後学習 集団現象について再考し、小テストに備えること 

第５回 集団による問題解決 
事前学習 所属する集団の問題解決過程を想定しまとめる 

事後学習 集団内の問題解決過程の方略を社会心理学的に考察する 

第６回 集団による意思決定 
事前学習 所属する集団の意思決定過程を想定しまとめる 

事後学習 実際に集団意思決定を行ったときの状況について再考察する 

第７回 対人関係 
事前学習 身の回りの対人関係を想定して形態の違いを整理する 

事後学習 想定した対人関係について社会心理学的に再考察する 

第８回 親密化過程と段階理論 
事前学習 他者との関係形成と発展について想定しまとめる 

事後学習 親密化過程の社会心理学理論を整理する 

第９回 友人関係 
事前学習 身の回りの友人関係を想定して形態の違いをまとめる 

事後学習 友人関係の社会心理学的諸理論を整理する 

第１０回 恋愛関係 
事前学習 身の回りの恋愛関係を想定して形態の違いをまとめる 

事後学習 恋愛関係の社会心理学的諸理論を整理する 

第１１回 社会的認知 
事前学習 現実場面における社会的バイアスを想定しまとめる 

事後学習 さまざまな社会的認知理論について再考しまとめる 

第１２回 マスコミュニケーション 
事前学習 現在のマスコミの形態と影響のあり方について考える 

事後学習 マスコミの影響仮定について再考しまとめる 

第１３回 組織とコミュニケーション 
事前学習 フォーマルな組織における特性について想定しまとめる 

事後学習 組織内のコミュニケーション形態について社会心理学的に考察する 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 3 回～第 6回の講義内容を踏まえて、「集団心理学」の研究についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：夏期休校前を予定している。 

提出期限：夏期休校期間後の講義時に提出する。 提出後、添削指導を行う。 

事後学習：レポート作成と添削を通し学んだことをまとめる 



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回～第 10回の講義内容を踏まえて、「対人心理学」の研究についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第 11回の講義前に実施する予定である。 

提出期限：第 12回の講義時に提出する。 提出後、添削指導を行う。 

事後学習：レポート作成と添削を通し学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会政策論／社会政策 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2134 

２．授業担当教員 飯島 裕子 

４．授業形態 講義、学生による発表とディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

現代社会は、様々な社会問題を抱えている。その問題群に対応する政策が社会政策であり、労働・人口変

動・生活保障など幅広い分野をカバーしている。一方で、社会政策が十分に機能しているかというと、不十
分な点も多くあり、さらには政策自体が逆に問題を大きくしている場合もある。 
この授業では、そのような社会問題や、社会政策について勉強し、少しでも良い方向に向かわせるために

はどうすればいいかを、自分の住んでいる社会のこととしてとらえ、一緒に考えてもらいたい。 

８．学習目標 

・現代の様々な社会問題について、様々な視点からとらえられるようになる。 
・社会問題に対する社会政策について調べ、その概要を理解できるようになる。 

・新聞等で取り上げられている社会問題について考え、自らの意見が発表できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容に沿った記事（新聞、雑誌、ドキュメンタリー等）に関するミニレポート（記事の要約、問題意識

に沿った分析）を課す。さらにそれに沿ったグループワークとディスカッションを行う時間を設ける。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
石畑良太郎・牧野富夫編『よくわかる社会政策 第２版』ミネルヴァ書房、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・現代の様々な社会問題や、それに対する社会政策の内容について、理解できるようになったか。 

・社会問題について根拠を基に考え、それに対する自らの意見が発表できるようになる。 

○評定の方法 

授業態度および積極的参加度（授業への取り組み・発言）等   20% 

レポート・発表・コメントペーパー等  30％ 

小テスト・期末試験等  50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

新聞、雑誌、インターネットなどのニュース記事に積極的に目を通し、社会の動きについて知り、自分なり

の問題意識を持つよう、心がけること。 

＜その他注意点＞私語は厳禁。携帯電話の操作もしないこと。授業が始まってからは、勝手に退室しないこ

と。退室には必ず許可をとること。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 はじめに 社会政策の考え方 ＜教科書：序＞ 

事前学習 
教科書に軽く目を通し、全体像を把握してお

くこと。 

事後学習 

授業概要について理解し、わからないことが

ないか確認しておくこと。復習を兼ねて教科

書序章を読んでおくこと。 

第２回 
賃金 ＜教科書：Ⅰ＞ 

賃金格差、同一労働同一賃金 

事前学習 
教科書Ⅰ章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
同一労働、同一賃金及び最低賃金についてし

っかり理解し、説明できるようにすること。 

第３回 
労働時間（１） ＜教科書：Ⅱ＞ 

生活と労働、時間外労働 

事前学習 
教科書Ⅱ章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
時間外労働の争点についてしっかり理解し、

説明できるようにすること。 

第４回 
労働時間（２） ＜教科書：Ⅱ＞ 

働き方改革 

事前学習 
教科書Ⅱ章を再度見直し、分からない言葉は

調べておくこと。 

事後学習 
働き方改革の概要についてしっかり理解し、

説明できるようにすること。 

第５回 
雇用・失業（１） ＜教科書：Ⅲ＞ 

正規雇用と非正規雇用 

事前学習 
教科書Ⅲ章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
正規雇用と非正規雇用についてしっかり理

解し、説明できるようにすること。 

第６回 
雇用・失業（２） ＜教科書：Ⅲ＞ 

若者の雇用問題 

事前学習 
教科書Ⅲ章を再度見直し、分からない言葉は

調べておくこと。 

事後学習 

若者の雇用状況とそれにまつわる問題点に

ついてしっかり理解し、説明できるようにす

ること。 

第７回 
労使関係 ＜教科書：Ⅳ＞ 

労働組合、日本型雇用システム 

事前学習 
教科書Ⅳ章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
労働組合、日本型雇用システムについてしっ

かり理解し、説明できるようにすること。 



 

 

第８回 
高齢社会 ＜教科書：Ⅴ＞ 

高齢者政策 

事前学習 
教科書Ⅴ章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
高齢者の置かれている状況についてしっか

り理解し、説明できるようにすること。 

第９回 
社会保障（１） ＜教科書：Ⅵ＞ 

社会保険、生活保護 

事前学習 
教科書Ⅵ章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
社会保険、生活保護のしくみについてしっか

り理解し、説明できるようにすること。 

第１０回 
社会保障（２） ＜教科書：Ⅵ＞ 

医療、介護、年金 

事前学習 
教科書Ⅵ章を再度見直し、分からない言葉は

調べておくこと。 

事後学習 
医療、介護、年金の仕組みについてしっかり

理解し、説明できるようにすること。 

第１１回 
男女平等（１） ＜教科書：Ⅶ＞ 

男女間格差 

事前学習 
教科書Ⅶ章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
ジェンダー格差についてしっかり理解し、説

明できるようにすること。 

第１２回 
男女平等（２） ＜教科書：Ⅶ＞ 

貧困と女性 

事前学習 
教科書Ⅶ章を再度見直し、分からない言葉は

調べておくこと。 

事後学習 
女性の貧困についてしっかり理解し、説明で

きるようにすること。 

第１３回 
外国人労働者 ＜教科書：Ⅷ＞ 

国際労働力移動の動向 

事前学習 
教科書Ⅷ章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
外国人労働者についてしっかり理解し、説明

できるようにすること。 

課題研究 

1 

授業の中で学んだ中で関心があるテーマを一つ選び、それに対する記事の要約と問題関心についてまとめる。 

実施時期：第５回授業後 

提出期限：第６回授業開始時。第７回授業にて添削、解説を行う。 

事後課題：理解が不足していたところを確認し、他学生の意見を聞きながら、新しい視点を学ぶ。 

課題研究 

2 

授業の中で学んだ中で関心があるテーマを一つ選び、それに対する記事の要約と問題関心についてまとめる。 

実施時期：第１０回授業後 

提出期限：第１１回授業開始時。第１２回授業にて添削、解説を行う。 

事後課題：理解が不足していたところを確認し、他学生の意見を聞きながら、新しい視点を学ぶ。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会政策論／社会政策 （2 単位） 

３．科目番号 
SBMP2134 

PSMP3308 
２．授業担当教員 酒井 明 

４．授業形態 講義、学生による発表とディスカッション ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

現代社会は、様々な社会問題を抱えている。その問題群に対応する政策が社会政策であり、労働・人口

変動・生活保障など幅広い分野をカバーしている。一方で、社会政策が十分に機能しているかというと、
不十分な点も多くあり、さらには政策自体が逆に問題を大きくしている場合もある。 
この授業では、そのような社会問題や、社会政策について勉強し、少しでも良い方向に向かわせるため

にはどうすればいいかを、自分の住んでいる社会のこととしてとらえ、一緒に考えてもらいたい。 

８．学習目標 

・現代の様々な社会問題について、様々な視点からとらえられるようになる。 
・社会問題に対する社会政策について調べ、その概要を理解できるようになる。 

・新聞等で取り上げられている社会問題について考え、自らの意見が発表できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回プリントを配布する、授業での発表を分担してもらう。詳細は、1回目の授業時に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

毎回、プリントを配布する。 
【参考書】 
玉井金五、大森真紀編『三訂 社会政策を学ぶ人のために』世界思想社、2007。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・現代の様々な社会問題や、それに対する社会政策の内容について、理解できるようになったか。 

・社会問題について根拠を基に考え、それに対する自らの意見が発表できるようになる。 

○評定の方法 

授業態度および積極的参加度（授業への取り組み・発言）等   20% 

レポート・発表・コメントペーパー等  30％ 

小テスト・期末試験等  50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日頃から新聞等のマスメディアに触れ、社会の動きについて考えておいてほしい。受講生の高い問題意識
と、積極的な参加を期待する。期末試験は受講者数によっては行わないことがある。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション  
社会政策の考え方とその課題 

事前学習 
「社会政策とはなにか」の全体像を理解して
おくこと 

事後学習 
自分の発表の担当について確認しておくこ
と 

第２回 
日本の裁判制度について」  
裁判員制度、陪審制度等 

事前学習 
配布された資料をよく読み、分からない言葉
は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

第３回 
労働法と社会制度  
生活のなかの労働、労働時間のルール 

事前学習 
配布された資料について読み、分からない言
葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

第４回 
労働時間、雇用、失業問題  
休暇と休業、時間外労働 

事前学習 
配布資料について読み、分からない言葉は調
べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

第５回 
社会保障制度 
医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保 

事前学習 
配布資料について読み、分からない言葉は調
べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

第６回 
日本の安全保障と外交政策） 
憲法 9 条問題と他の条項の改正  

 

事前学習 
配布資料について読み、分からない言葉は調
べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

第７回 
高齢社会 
人口高齢化と高齢者福祉 

事前学習 
配布資料について読み、分からない言葉は調
べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

第８回 
日本の危機管理体制 
リスクと危機管理、防災、地震対策、テロ対策 

事前学習 
配布資料について読み、分からない言葉は調
べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

第９回 
日本の医療制度と感染症対策  
感染症とは何か、医療におけるリスクマネジメント 

事前学習 
配布資料について読み、分からない言葉は調
べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

第１０回 

地球温暖化対策 
京都議定書の欠陥、気候変動枠組み条約、日本の社会へ
の影響 」 

 

事前学習 
配布資料について読み、分からない言葉は調
べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

  



 

 

第１１回 
日本の治安を守る制度  
警察の仕組み、検察の組織 

事前学習 
配布資料について読み、分からない言葉は調
べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

第１２回 
日本の家族制度と相続制度  
相続の承認・放棄、親族、婚姻、離婚、遺言 

事前学習 
配布資料について読み、分からない言葉は調
べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

第１３回 
外国人労働者  
外国人労働者と外国人住民 

事前学習 
配布資料について読み、分からない言葉は調
べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを
まとめておくこと。 

課題研究

1 

補講授業を実施する。 
授業内容：新型感染症のパンデミック時期における企業の在り方―危機管理と事業継続計画（ＢＣＰ）の観点からー 
実施時期：補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 
事前学習：補講の前の授業終了後にプリントを配布し、それぞれ学習しておくこと。 
事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：医療制度と危機管理（リスク＆クライシスマネジメント） 
実施時期:第 9 回の授業（日本の医療制度と感染症対策）後に実施する。 
提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答、意見交換を第 11 回授業終了後に行う。その後も質問がある場合は適宜指導する。 
事後学習：レポート作成や質疑応答等を通じ学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会政策論 ／ 社会政策 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2134 

２．授業担当教員 佐々木 貴雄 

４．授業形態 講義、学生による発表とディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

現代社会は、様々な社会問題を抱えている。その問題群に対応する政策が社会政策であり、労働・人口変
動・生活保障など幅広い分野をカバーしている。一方で、社会政策が十分に機能しているかというと、不十
分な点も多くあり、さらには政策自体が逆に問題を大きくしている場合もある。 

この授業では、そのような社会問題や、社会政策について勉強し、少しでも良い方向に向かわせるために
はどうすればいいかを、自分の住んでいる社会のこととしてとらえ、一緒に考えてもらいたい。 

８．学習目標 

・現代の様々な社会問題について、様々な視点からとらえられるようになる。 

・社会問題に対する社会政策について調べ、その概要を理解できるようになる。 
・新聞等で取り上げられている社会問題について考え、自らの意見が発表できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書に基づき、授業での発表を分担してもらう。 
詳細は、1回目の授業時に説明するので、教科書を購入の上、必ず参加されたい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
石畑良太郎・牧野富夫編『よくわかる社会政策 第３版』ミネルヴァ書房、2019年。 
【参考書】 

玉井金五、大森真紀編『三訂 社会政策を学ぶ人のために』世界思想社、2007年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・現代の様々な社会問題や、それに対する社会政策の内容について、理解できるようになったか。 

・社会問題について根拠を基に考え、それに対する自らの意見が発表できるようになる。 

○評定の方法 

授業態度および積極的参加度（授業への取り組み・発言）等   20% 

レポート・発表・コメントペーパー等  30％ 

小テスト・期末試験等  50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日頃から新聞等のマスメディアに触れ、社会の動きについて考えておいてほしい。受講生の高い問題意識と、

積極的な参加を期待する。期末試験は受講者数によっては行わないことがある。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション  
社会政策の考え方とその課題 

事前学習 教科書の全体像を理解しておくこと 

事後学習 
自分の発表の担当について確認しておくこ

と 

第２回 
賃金（教科書：Ⅰ）  
日本の賃金の現状と歴史 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第３回 
賃金（教科書：Ⅰ）  
最低賃金と賃金格差 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第４回 
労働時間（教科書：Ⅱ）  

生活のなかの労働、労働時間のルール 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第５回 
労働時間（教科書：Ⅱ） 
休暇と休業、時間外労働 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第６回 
雇用・失業（教科書：Ⅲ） 
失業の原因、雇用形態の多様化 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第７回 
雇用・失業（教科書：Ⅲ） 

若者の雇用、失業者への社会政策 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第８回 
労使関係（教科書：Ⅳ） 
労使関係と労働組合 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第９回 
高齢社会（教科書：Ⅴ） 
人口高齢化と高齢者福祉 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 



 

 

第１０回 
高齢社会（教科書：Ⅴ） 

高齢者雇用と社会的企業 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第１１回 
男女平等（教科書：Ⅶ） 
男女平等政策と労働の場における男女間格差  

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第１２回 
男女平等（教科書：Ⅶ） 
ワークライフバランスと女性のライフコース 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第１３回 
外国人労働者（教科書：Ⅷ） 

国際労働移動と外国人労働者 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

課題研究 

1 

課題：教科書（Ⅳ 労使関係）を読み、以下の言葉についてそれぞれ 150字以上 200字以内で説明してください。 

①春闘 ②企業別労働組合 ③産業民主主義 ④不当労働行為 ⑤ユニオン  

出題：第 8回授業時 

提出：第 9回授業時 A4サイズ １ページにまとめて提出すること。 

提出後に解説を行い、質問を受け付けます。 

事後学習：課題作成と解説・質疑応答を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

2 

課題：教科書（Ⅷ 外国人労働者）を読み、以下の言葉についてそれぞれ 150字以上 200字以内で説明してください。 

①超過滞在 ②グローバルなケアの連鎖 ③単純労働者 ④外国人不就学児童 ⑤補充移民  

出題：第 14回授業時 

提出：第 15回授業時 A4サイズ １ページにまとめて提出すること。 

提出後に解説を行い、質問を受け付けます。 

事後学習：課題作成と解説・質疑応答を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 

  



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会的養護Ⅰ／社会的養護 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2362 

SCMP2362 

SBMP2362 

SJMP2105 
２．授業担当教員 齋藤 厚子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会的養護の意義、制度や実施体系を学び、社会的養護が子どもの支援体制であることを理解する。社会
的養護の理念、概念、歴史的変遷、支援を行う際に必要な「子どもの最善の利益」「子どもの権利」等の基本
原則と社会的養護における倫理と責務を学び、社会的養護の対象や家庭養護と施設養護の形態、関係する専

門職等について理解する。社会的養護の現状と課題について、社会的状況、施設等の運営管理、虐待防止、
地域福祉を学ぶ。 

８．学習目標 

1.社会的養護の理念と概念を理解し、保育士として実践で使用出来る知識を身につける。 
2.児童の権利、児童養護の理念を理解し、保育士として実践で使用出来る知識を身につける。 
3.施設養護における自立支援等の具体的な支援について理解し、保育士としての実践力を身につける。 

4.社会的養護の抱える今後の課題について理解し、保育士としての考察力、対応力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題研究1、２のレポート及び13回目終了時に授業全体のまとめレポートを実施する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

レジュメにて授業を進めます。※レジュメをファイルするフォルダーを用意すること。 

【参考書】櫻井奈津子編著『社会的養護の原理』青踏社。 

新 保育士養成講座編纂委員会編『社会的養護 第 5巻』全国社会福祉協議会 

春見静子他編著『保育士養成課程 改訂 社会的養護』光生館 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.社会的養護に関わる支援に対する理念・制度の体系を理解出来たか。 

2.児童の最善の利益、児童の権利を理解出来たか。 

3.施設養護における自立支援等の具体的な支援について理解出来たか 

4.社会的養護の抱える今後の課題について理解し、保育士としての考察力、対応力を理解出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

講義で学んだこと、考えたことを日々の生活と繋げ深めてください。児童福祉施設のボランティアに参加す

るなど実践的に学ぶ姿勢を期待します。 

13．オフィスアワー 

後日インフォメーションします。尚、オフィスアワー以外の時間でも来室は可能ですが、できるだけ事前に

メールにて連絡をするようにしてください。  

メールアドレス：atsaito@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

研究室: 13号館 8階 984 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

授業の目的・概要について学ぶ 

事前学習 
シラバスを読み授業概要をイメージしておく。レジュメを保管

するファイルを用意する。 

事後学習 授業の進め方、概要を再度整理し、疑問点があれば挙げておく。 

第２回 
社会的養護の背景① 

社会的養護の歴史的変遷 

事前学習 
今までの学習やニュースから得た知識をふまえ社会的養護の

求められる背景について考えておく。 

事後学習 現代の社会的養護の背景について整理する。 

第３回 子どもの貧困と虐待 

事前学習 
第 2 回の授業内容を振り返り再度社会的養護の背景について

考えてみる。 

事後学習 
子どもの貧困、虐待についてインターネット等により情報を得、理解

を深める。 

第４回 子どもの権利について考える 
事前学習 

課題 1 で作成したレポートについて再度自己の意見をまとめ

ておく。 

事後学習 子どもの権利について身近な事例を通して再度考えてみる。 

第５回 
社会的養護の実際 ① 

乳児院 

事前学習 レジュメ内容をふまえ社会的養護の体系について整理しておく。 

事後学習 乳児院についてインターネット等により情報を得、理解を深める。 

第６回 

 

社会的養護の実際 ② 

児童養護施設 

 

事前学習 レジュメを読み質問や意見をまとめておく。 

事後学習 
児童養護施設についてインターネット等により情報を得、理解を深

める。 
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第７回 
社会的養護の実際 ③ 

児童自立支援施設 自立援助ホーム 

事前学習 レジュメを読み質問や意見をまとめておく。 

事後学習 
児童自立支援施設・自立援助ホームについてインターネット等に

より情報を得、理解を深める。 

第８回 
社会的養護の実際 ④ 

母子生活支援施設 

事前学習 レジュメを読み質問や意見をまとめておく。 

事後学習 
母子生活支援施設についてインターネット等により情報を得、理解

を深める。 

第９回 
社会的養護の実際 ⑤ 

障害児入所施設 

事前学習 レジュメを読み質問や意見をまとめておく。 

事後学習 
障害児入所施設についてインターネット等により情報を得、理解を

深める。 

第１０回 
社会的養護の実際 ⑥ 

施設養護まとめ 

事前学習 5回から9回までのレジュメを復習し質問、意見をまとめておく。 

事後学習 施設養護の特徴と課題についてまとめる。 

第１１回 
社会的養護の実際⑦ 

家庭的養護の概要 

事前学習 レジュメを読み質問や意見をまとめておく。 

事後学習 
家庭的養護についてインターネット等により情報を得、理解を深め

る。 

第１２回 
社会的養護の実際⑧ 

社会的養護の現状と課題 

事前学習 発表資料を熟読しておく 

事後学習 自分の生活と社会的養護の接点について考えてみる。 

第１３回 全体まとめ 

事前学習 レジュメ、ノートを整理し、全体を振り返る。 

事後学習 
全 13 回の振り返りを通し、改めて社会的養護の意義と課題に

ついて考える。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：「子ども権利条約」について第 2 回の講義内容及び書籍、インターネットから情報を得、その概要をま

とめた上で現在の日本における子どもの権利について自己の意見を述べなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1.440 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出時期：6 月 5 日（金曜日）までに教員のアドレスへメール送信にて提出する。 

     提出後、レポート内容についての質疑応答、意見交換を第 4 回目の授業にて行う。 

事後学習：レポート作成及び質疑応答、意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：事例の家族の抱える課題と支援のあり方について 11 回までの授業で学んだ内容をふまえ具体的にま

とめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1.440 字程度） 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回目の授業時に提出する。 

     提出後、レポート内容についての質疑応答、意見交換を第 13 回目の授業にて行う。 

事後学習：レポート作成及び質疑応答、意見交換を通して学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅱ ※編 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2160 

SCMP2160 

SBMP2160 

SNMP2160 

GEBS2103 

GELA2303 

２．授業担当教員 姜 壽男 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1年次から 4年次まで断続的に学習するよう構成

されている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、

ロールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを

目的としている。 

演習Ⅱは「ソーシャルワークの展開」という位置づけとなり、ソーシャルワーク演習Ⅰで学習したクラ
イエントシステムに関する理解を踏まえて、ソーシャルワーク・プロセスの展開とプロセスにおいて活用
される面接やプログラム分析、アウトリーチやチームアプローチといった技術についてトレーニングする。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ケースワークのプロセスについて説明ができる。 

2）基本的な面接技術について実践できる。 

3）グループワークのプロセスと、ソーシャルワーカーの役割について明瞭な説明ができる。 

4）グループワークにおける専門技術について実践できる。 

5）コミュニティワークのプロセスについて説明ができる。 

6）アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発といった援助技術

についてその目的と方法について説明ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

課題 1.第 2回～第 5回の演習内容を踏まえて、ケースワークのプロセスと必要な面接技術について学んだ

ことをまとめなさい。 

課題 2.第 6回～第 8回の演習内容を踏まえて、グループワークのプロセスとそれぞれの局面でのワーカー

の役割、また必要とされる技術について学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 9 回～第 14 回の演習内容を踏まえて、「アウトリーチ」「チームアプローチ」「ネットワーキン

グ」について学んだことをまとめなさい。 

各課題について、A4用紙 2枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示

されている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2019 

【参考書】 

 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

・6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・6つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ること

を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって
報告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな

い場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加
（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けら

れた場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
ソーシャルワーク演習Ⅱの進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅱの学習内

容について確認する。 

事後学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰでの学習を踏まえ、ソーシャ
ルワーク演習Ⅱの自己の学習目標を明確にする。 

第２回 人間（個人）の理解 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容
を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
バイオ・サイコ・ソーシャルがどのようなことを意味
するのかを言語化できるようにする。 

第３回 面接技法②（姿勢と態度） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容
を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における、あるべき姿勢と態度についてまと

める。 

第４回 面接技法③（トータル・コミュニケーション） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容

を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーションの方法
についてまとめる。 

第５回 
ソーシャルワークのプロセス② 
ソーシャルワーカーの役割を理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容
を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1の作成 

第６回 グループワークにおけるワーカーの役割 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容

を確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
グループワーク実践におけるワーカーの役割について
まとめる。 

第７回 グループワーク技法①（準備期・開始期） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容
を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
グループワークにおける準備期・開始期に必要となる
技術についてまとめる。 

第８回 グループワーク技法②（作業期・終結期） 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容
を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2の作成 

第９回 アウトリーチ 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容
を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 アウトリーチの意義と方法についてまとめる。 

第１０回 チームアプローチ 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容

を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 チームアプローチの意義と方法についてまとめる。 

第１１回 コーディネーション 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容
を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、グループワークのプロセスにつ

いてまとめる。 

第１２回 ネットワーキング 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容

を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 ネットワーキングの意義と方法についてまとめる。 

第１３回 社会資源の活用・調整・開発 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」についてその内容
を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 3の作成 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：テキストの第 2章第 9節に取り組み、理解できたこと、理解が不十分なことについてまとめなさ

い。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 8回の講義後に実施する。 

提出期限：第 9回の講義開始時に提出する。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるため

に教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキストの第 2章第 15節の「まとめ」に取り組み、分かったことと今後の課題についてまとめなさ

い。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義に担当教員から示される期日内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅲの実施に向けてソーシャルワーク演習Ⅱで取り扱った箇所の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2102 

２．授業担当教員 村本 浄司 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

この科目は、保育士資格を取得するための必修科目であり、保育士実践に不可欠の知識・技能を学習する

ものである。 

具体的内容としては、社会福祉の現代的意義について、歴史、対象、制度、担い手の視点からとらえる。

また、社会福祉に関する理論と制度の体系を学び、相談活動の方法や技術、保育における具体的な展開方法

を学ぶことを目的とする。さらに、身近な事例を紹介しながら授業を進めつつ、社会福祉の現代的意義を平

易に解説し、利用者の生活課題を理解する。これらを通じて保育士として必要な社会福祉に係る知識・技術

を身につける。 

８．学習目標 

1.現代における社会福祉の意義と歴史的変遷から、福祉の思想と考え方を理解する。 

2.現代の社会福祉における制度や実施体系を理解する。 

3.社会福祉における相談援助や利用者の保護にかかる仕組みを理解する。 

4.利用者の生活ニーズが表出する社会的、個別的な背景を理解し、支援の際に活かせるようにする。 

5.利用者の生活ニーズに対する具体的支援方法を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．個人課題用プリントを授業中に作成し、毎回の授業終了後に提出を求める。 

２．レポート課題1500字以上「近年の家族を取り巻く子育ての状況と保育士に求められる相談援助について、

あなたの考えを述べなさい」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

橋本好一・宮田徹編集『シリーズ保育と現代社会  保育と社会福祉 第３版』（株）みらい、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

5 つの学習目標を達成することができたか 

◯評定の方法 

１．課題レポート   30％ 

２．平常点（ディスカッションや授業への積極的参加度、提出物など）  40％ 

３．期末試験 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉専門職として子どもや保護者に寄り添いながら支援を行っていくための基盤を自分の中に確立し

てください。授業を通して学んだ社会福祉の知識や専門職としての価値・倫理観は、みなさんが実際に支援

の現場でさまざまな課題に直面した時に大きな支えになってくれるはずです。 

履修にあたっては、真摯かつ積極的な態度で授業に臨むことを期待します。シラバスに記載してある事前

学習を必ずしておいてください。 

13．オフィスアワー 第 1回の講義の際にお伝えします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義の概要、学習目標の

説明、座席の決定） 

テキスト第 1章「保育と社会福祉」 

―生活課題と社会福祉の概要について学ぶ 

事前学習 シラバスとテキスト第 1章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（少子

高齢社会、都市化と過疎化、保育や子育ての問題）につい

てまとめる。 

第２回 

テキスト第 3章「社会福祉のあゆみ」 

―欧米（イギリス、アメリカ、スウェーデン）

と日本の福祉のあゆみについて学ぶ 

事前学習 テキスト第 3章を熟読する。 

事後学習 
講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（諸外

国やわが国の社会福祉の歴史等）についてまとめる。 

第３回 
テキスト第 4章「生活を守る社会保障制度」 

―社会保障の体系と社会保険制度について学ぶ 

事前学習 テキスト第 4章を熟読する。 

事後学習 
講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（社会

保障、生存権、社会保険、生活保護等）についてまとめる。 

第４回 

テキスト第 5章「社会福祉の制度・法体系」 

―福祉分野の法体系と、高齢者福祉の法制度及

び障害者福祉の法制度について学ぶ 

事前学習 テキスト第 5章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（社会

福祉法、介護保険、障害者総合支援法等）についてまとめ

る。 



 

 

第５回 

テキスト第 6章「社会福祉の実施機関と行財政」 

―社会福祉に関わる行政機関や民間組織・団体

と、福祉の財源について学ぶ 

事前学習 テキスト第 6章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（福祉

事務所。児童相談所、社会福祉協議会等）についてまとめ

る。 

第６回 

テキスト第 7章「社会福祉の施設」 

―社会福祉施設の概要（施設の意義、施設の種

類、運営に関する基準等）について学ぶ 

事前学習 テキスト第 7章を熟読する。 

事後学習 
講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（社会

福祉施設、その設置基準等）についてまとめる。 

第７回 

テキスト第 8章「子どもの人権と児童家庭福祉」 

―児童福祉の理念、児童家庭福祉及び保育施策

の実施状況について学ぶ 

事前学習 テキスト第 8章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（子ど

もの権利条約、社会的養護、児童福祉法、子どもの貧困等）

についてまとめる。 

第８回 
テキスト第10章「高齢者の福祉と介護保険」 

―高齢者福祉と介護保険制度について学ぶ 

事前学習 テキスト第 10章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（老人

福祉法、介護保険制度、地域包括ケアシステム）について

まとめる。 

第９回 

テキスト第 11章「地域福祉の意味と推進方法」 

―地域福祉の理念、社会福祉協議会、推進方法

について学ぶ 

事前学習 テキスト第 11章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（社会

福祉協議会、ボランティア、民生委員、コミュニティソー

シャルワーカー等）についてまとめる。 

第１０回 

テキスト第 12章「社会福祉の専門職と倫理」 

―保育士の職務と義務、社会福祉の専門職につ

いて学ぶ 

事前学習 テキスト第 12章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（保育

士、社会福祉士、精神保健福祉士、名称独占、業務独占、

保育士の倫理綱領）についてまとめる。 

第１１回 

テキスト第 13章「相談援助（ソーシャルワーク）

の意味と方法」 

―保育士に求められるソーシャルワーク、ソー

シャルワークの原理、原則、ソーシャルワーク

の視点と動向について学ぶ 

事前学習 テキスト第 13章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（ソー

シャルワークの定義、ストレングス、エンパワメント、ア

ドボカシー等）についてまとめる。 

第１２回 

テキスト第 14章「福祉サービスの利用支援と第

三者評価」 

― 

事前学習 テキスト第 14章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（福祉

サービス利用援助事業、福祉サービス利用方法、第三者評

価等）についてまとめる。 

第１３回 

テキスト第 15章「権利擁護と苦情解決」 

―利用者の権利擁護の仕組みと成年後見制度に

ついて学ぶ 

事前学習 

テキスト第 15章を熟読する。 

第１回～第 14回の授業の重要事項の確認・見直しを行い、

疑問点があればまとめておく。 

事後学習 

これまで学習した内容について復習をしておく。必要に応

じて参考書等を活用して知識の補足、整理を行い、疑問点

については確認しておく。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書 P２８〜３１を読んで、「あなたが思う社会福祉とは何か」についてのレポートを書くこと 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000時程度） 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：第４回の授業開始時に提出する。提出後、添削し後日学生に返却する。その後の授業において適宜質問を受け付け

る。 

事後学習：添削されたレポートを確認してノートにまとめる。 



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：「あなたがもし障害者だった場合に必要なサービスとは何か」についてレポートを書く。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000時程度） 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回目の授業開始時に提出する。提出後添削し、後日学生に返却する。その後の授業で適宜質問を受け付ける。 

事後学習：添削されたレポートを確認してノートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉運営管理論 （2単位） 

３．科目番号 

SBMP4102 

SCMP4302 

SNMP4302 

SSMP4102 

PSMP4402 

２．授業担当教員 上野 義光 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

・福祉サービスに係る組織や団体（社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人、市民団体、 

自治会など）について理解する。 
・福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論について理解する。 
・福祉サービスの経営と管理運営について理解する。 

８．学習目標 

・福祉サービスにおける組織と経営の概要について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスに係る組織や団体の役割や税制等について理解し、説明することができる。 

・福祉サービスの組織、経営、集団の力学、リーダーシップ等に関する基礎理論について理解し、説明する
ことができる。 
・福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理、人事・労務管理、会計・財務管理、情報管理）について

理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「福祉サービスにおける組織と経営について」 

2,000字程度にまとめ、7月中旬までに提出。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 
『新・社会福祉士養成講座 第 11巻 福祉サービスの組織と経営』、中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．自分なりの将来設計をもって、積極的な態度で授業に出席する。 

２．授業のための予習を必ずしてくること。 

３．携帯電話は電源を切り、机上に置かないこと。 

13．オフィスアワー 休憩時間に相談に応じる（4号館 2階非常勤講師室）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（シラバスの説明・講義

の進め方）、経営学とは、マネジメントとはに

ついて 

事前学習 
社会福祉運営管理論の学習用ノートを準備し講義に臨む

こと。 

事後学習 
経営学とは、マネジメントとはについて、その内容をま

とめる。 

第２回 

福祉サービスにおける組織と経営（福祉サー

ビスにおける組織と経営、福祉サービスと制

度）について 

事前学習 教科書第 1章（pp.2~17）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
福祉サービスとは何か及びこれからの福祉経営に求めら

れるものは何かについてまとめる。 

第３回 
福祉サービスにかかわる組織や団体（法人と

は、社会福祉法人）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.20~4７）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
法人とは何か及びこれからの社会福祉法人のあり方につ

いて、その内容をまとめる。 

第４回 
福祉サービスに係る組織や団体（特定非営利

活動法人、その他の組織や団体）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.48~75）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
特定非営利活動法人の現状と課題について、その内容を

まとめる。 

第５回 
福祉サービスの組織と経営の基礎理論（戦略、

事業計画）について 

事前学習 教科書第 3章（pp78~92）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
経営戦略とは何か並びに事業計画のプロセスとその必要

性について、その内容をまとめる。 

第６回 
福祉サービスの組織と経営の基礎理論（組織、

管理運営の基礎理論）について 

事前学習 教科書第 3章（pp.93~106）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 組織形態について及び管理の手法について整理する。 

第７回 

福祉サービスの組織と経営の基礎理論（集団

の力学に関する基礎理論、リーダーシップに

関する基礎理論）について 

事前学習 教科書第 3章（pp.107~119）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
公式組織と非公式組織及びリーダーシップに関する基礎

理論について整理する。 

第８回 
福祉サービスの管理運営の方法（サービスマ

ネジメント、サービスの質の評価）について 

事前学習 教科書第 4章（pp.122~152）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
サービスマネジメントの対象領域及び福祉サービスの質

の評価について、その内容をまとめる。 



 

 

第９回 

福祉サービスの管理運営の方法（苦情対応と

リスクマネジメント、サービスの提供のあり

方の方向性）について 

事前学習 教科書第 4章（pp.153~174）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
リスクマネジメントの考え方及び福祉サービスのあり方

について整理する。 

第１０回 
福祉サービスの管理運営の方法（人事・労務

管理）について 

事前学習 教科書第 5章（pp.176~203）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
今後の福祉サービスの人事・労務管理についてどのよう

に進めるべきかについて検討する。 

第１１回 
福祉サービスの管理運営の方法（人材育成）

について 

事前学習 教科書第 5章（pp.204~222）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉サービスにおける人材育成の必要性に検討する。 

第１２回 
福祉サービスの管理運営の方法（財務管理・

会計管理）について 

事前学習 教科書第 6章（pp.224~256）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 社会福祉法人の財務管理の考え方について検討する。 

第１３回 
福祉サービスの管理運営の方法（情報管理・

戦略的広報）について 

事前学習 教科書第 7章（pp.258~276）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
福祉サービス事業経営における情報管理のあり方につい

て検討する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 5 回[福祉サービスの組織と経営の基礎理論]の講義内容を踏まえて、「福祉サービスの経

営戦略」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 9 回「福祉サービスの管理運営の方法（苦情対応とリスクマネジメント）」の講義内容を

踏まえて、「苦情対応とリスクマネジメント」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉運営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP4102 

SCMP4302 

SBMP4102 

PSMP4402 
２．授業担当教員 宮崎 栄二 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

・福祉サービスに係る組織や団体（社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人、市民団体、 

自治会など）について理解する。 
・福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論について理解する。 
・福祉サービスの経営と管理運営について理解する。 

８．学習目標 

・福祉サービスにおける組織と経営の概要について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスに係る組織や団体の役割や税制等について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスの組織、経営、集団の力学、リーダーシップ等に関する基礎理論について理解し、説明す

ることができる。 
・福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理、人事・労務管理、会計・財務管理、情報管理）につい
て理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

A4用紙1枚、1000～1500字程度のものを1回課す予定。内容については授業内で周知する。 

（前年度例：社会福祉法人経営の現状と課題について。） 

参考図書を含め、関係図書を数多く読むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会 

『新・社会福祉士養成講座 第 11巻 福祉サービスの組織と経営』、中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

将来的には、自らが福祉サービス経営・管理を行うという感覚で授業に臨んでください。 

履修にあたっては次の事を最低限守ってください。 

①指定の教科書は授業の際、必ず持参すること。 

②別途配布する資料は正しく整理して必ず保管しておくこと。 

③授業中の私語や携帯電話の使用は禁止します。 

13．オフィスアワー 授業時間内に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 1章第 1・2

節オリエンテーション（シラバスの説明・講義の進

め方等）、最近の福祉サービスの動向について学ぶ。 

事前学習 
社会福祉法、教科書第 1章第 1・2節を読み、福祉

サービスの概念を調べる。 

事後学習 
「市場」と「準市場（社会市場）」をまとめる。福祉サ

ービス提供主体者の経営倫理をまとめる。 

第２回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 2章第 1・2

節福祉サービスに係る組織や団体（社会福祉法人制

度）について学ぶ。 

事前学習 

教科書第 2章第 1・2節を読み、法人とは何か、法

人の統治（ガバナンス）、法令遵守とは何かを調べ

る。 

事後学習 
社会福法人の定義、社会福祉法人に求められる役

割など、基本的性格をまとめる。（練習問題） 

第３回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 2章第 3・4

節福祉サービスに係る組織や団体（特定非営利活動

法人制度、その他の団体）について学ぶ。 

事前学習 

教科書第 2章第 3・4節を読み、特定非営利活動促

進法、ＮＰＯ法人の定義と活動の範囲について調

べる。 

事後学習 
特定非営利活動法人の課題について、教科書ｐ52

を参考にしてまとめる。（練習問題） 

第４回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 3章第 1・2

節福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論（経営

に関する基礎理論）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 3章第 1・2節を読み、戦略と戦術につい

て基礎概念を調べる。 

事後学習 

福祉サービスにおける経営戦略策定についてまと

める。コトラーの戦略についてまとめる。（練習問

題） 

第５回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 3章第 3・4

節福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論（組織

に関する基礎理論・管理運営に関する基礎理論）に

ついて学ぶ。 

事前学習 

教科書第 3 章第 3 節を読み、コンティンジェンシ

ー理論を調べ、福祉サービス組織の概念について

考える。 

事後学習 
福祉サービスにおける管理の手法についてまとめ

る。（ＰＤＣＡサイクル）（練習問題） 

第６回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 3章第 5・6

節福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論（リー

ダーシップに関する基礎理論等）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 3章第 5・6節を読み、バーナードの公式

組織の理論について調べる。 

事後学習 
福祉サービス組織におけるリーダーシップのあり

方についてまとめる。（練習問題） 



 

 

第７回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 4章第 1節 

福祉サービスの管理運営の方法①サービス管理（サ

ービスマネジメント）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 4 章第 1 節を読み、サービスマネジメン

トの対象領域について調べる。 

事後学習 
サービスの品質の規定要素としての三つのＰにつ

いてまとめる。（練習問題） 

第８回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 4章第 2節 

福祉サービスの管理運営の方法①サービス管理（サ

ービスの質の評価）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 4章第 2節を読み、「福祉サービスの質の

向上に関する基本指針」ついて調べる。 

事後学習 
福祉サービス第三者評価の今後の課題についてま

とめる。（練習問題） 

第９回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 4章第 3・4

節福祉サービスの管理運営の方法①サービス管理

（苦情対応、リスクマネジメントの方法等）につい

て学ぶ。 

事前学習 
教科書第 4章第 3・4節を読み、リスクマネジメン

トについて調べる。 

事後学習 
ハインリッヒの法則・リーズンの軌道モデルにつ

いてまとめる。（練習問題） 

第１０回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 5章第 1節 

福祉サービスの管理運営の方法②人事管理と労務

管理（人事管理）について学ぶ。 

事前学習 

教科書第 5章第 1節を読み、マズローの五段階論・

マクレガーのＸ理論とＹ理論について調べる。（練

習問題） 

事後学習 
人材の評価（人事考課）についてまとめる。（練習

問題） 

第１１回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 5章第 2節 

福祉サービスの管理運営の方法②人事管理と労務

管理（労務管理・人材育成）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 5章第 2節を読み、労務管理とは何か、そ

の概要について調べる。 

事後学習 
平成 19 年の社会福祉事業における、「新人材確保

指針」についてまとめる。（練習問題） 

第１２回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 6章 

福祉サービスの管理運営の方法③会計管理と財務

管理（社会福祉法人の経営と財務管理）について学

ぶ。 

事前学習 
教科書第 6章を読み、ランニングコスト・イニシャ

ルコストについて調べる。 

事後学習 
社会福祉法人の財務管理の特殊性についてまとめ

る。（練習問題） 

第１３回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 7章 1～7節

福祉サービスの管理運営の方法④情報管理と戦略

的広報（高度情報社会の進展と福祉サービス・個人

情報保護と情報開示）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 7章 1～7節を読み、高度情報社会の問題

点・個人情報の定義について調べる。 

事後学習 

公益通報者保護法について、制度創設の背景、目

的、事業者ガイドラインについてまとめる。（練習

問題） 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第4回～第5回の講義内容を踏まえて、「組織構造と組織原則」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第5回の授業後に実施する。 

提出期限：第6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第7回～第9回の講義内容を踏まえて、「福祉サービスのリスクとリスクマネジメント」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第5回の授業後に実施する。 

提出期限：第6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第8回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会福祉運営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP4102 

SNMP4302 

SCMP4302 

SBMP4102 

PSMP4402 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 講義、討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

福祉事業所運営管理論と合わせて受講することが望ましい、 

経営福祉専攻の場合には経営管理論を履修済みであることが望ましい 

７．講義概要 

・福祉サービスに係る組織や団体（社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人、市民団体、 
自治会など）について理解する。 

・福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論について理解する。 

・福祉サービスの経営と管理運営について理解する。 

８．学習目標 

・福祉サービスにおける組織と経営の概要について理解し、説明することができる。 

・福祉サービスに係る組織や団体の役割や税制等について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスの組織、経営、集団の力学、リーダーシップ等に関する基礎理論について理解し、説明する
ことができる。 

・福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理、人事・労務管理、会計・財務管理、情報管理）について理
解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

随時講義中に行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会 
『新・社会福祉士養成講座 第 11巻 福祉サービスの組織と経営』、中央法規。 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

講義は「参加」することが大事である。特に経営としての運営管理の部分が基礎となるので、指定したテキ

ストは事前に読了しておくことが望ましい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

福祉サービスにおける組織と経営 

事前学習 テキスト pp.2～17を読み概要を知る。 

事後学習 授業の中で出た議論や疑問点を整理する。 

第２回 社会福祉法人のガバナンス 

事前学習 

テキストpp.19～47に記載された各章や節の

見出しの他、図や表を読んで理解し、ついて

概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分

の考えをまとめる。 

第３回 福祉サービスにおける経営戦略、組織 

事前学習 
テキスト pp77～85（経営戦略）,93～98（組

織）を読み経営戦略と組織の概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分

の考えをまとめる。 

第４回 
福祉サービスにおける経営戦略と組織 

演習 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
演習の中で出た議論や疑問点を整理し、自分

の考えをまとめる。 

第５回 福祉サービス組織におけるリーダーシップ 1 

事前学習 

pp.107～113（組織、集団、集団力学）を読み、

自分なりに組織と集団、個人の役割を考え

る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分

の考えをまとめる。 

第６回 
福祉サービス組織におけるリーダーシップ 2 

（課題研究１の出題） 

事前学習 
pp.114～119（リーダーシップ）を読み概要を

知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分

の考えをまとめる。 

第７回 
福祉サービス組織におけるリーダーシップ 2 

演習 

事前学習 前回配布した資料をみておく。 

事後学習 
授業や演習の中で出た議論や疑問点を整理

し、自分の考えをまとめる。 

  



 

 

第８回 サービスマネジメント 

事前学習 

pp.121～137（サービスマネジメント）に記

載された各章や節の見出しの他、図や表を読

んで理解し、授業内容について概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分

の考えをまとめる。 

第９回 サービスの質の評価、リスクマネジメント 

事前学習 

pp.138～162（サービスの質、苦情対応とリ

スクマネジメント）に記載された各章や節の

見出しの他、図や表を読んで理解し、概要を

知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分

の考えをまとめる。 

第１０回 

人事労務管理、人材育成 

演習 

課題研究２の出題 

事前学習 
pp.175～179（福祉サービスの人事・労務管

理）,204～217（人材育成の意義）を読む。 

事後学習 
授業や演習の中で出た議論や疑問点を整理

し、自分の考えをまとめる。 

第１１回 福祉サービスにおける会計管理・財務管理 

事前学習 

テキスト pp.223～238 に記載された各章や

節の見出しの他、図や表を読んで理解し、授

業内容について概要を知る。 

事後学習 
会計管理・財務管理の意義や制度を理解した

か再確認する。 

第１２回 
情報管理そのほか 

 

事前学習 

pp.257～276（個人情報保護、介護サービス
情報の公表制度、第三者評価制度) に記載さ
れた各章や節の見出しの他、図や表を読んで

理解し、授業内容について概要を知る。授業
開始の前日までに第１２回で出題されたレ
ポートを提出しておく。 

事後学習 
情報管理、情報公表制度、第三者評価制度の

意義や制度を理解したか再確認。 

第１３回 
最後のまとめ 

演習（レポート課題発表と討論） 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 

第１２回で出題されたレポートの発表準備 

事後学習 
社会福祉サービスの経営に関し自分なりの

知見が持てたか振り返る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回目～第 6回の講義内容を踏まえて、レポートにまとめる。課題は第 6回目の授業の際に発表す

る。 

レポート形式：A4 用紙 1-2枚 1000 字程度 

実施時期：第 6回の授業後に課題を発表するので各自で作成すること。 

提出期限：第 7回の授業日の前日までに、中野研究室に提出する。 

     提出後、中野で添削・評価等をおこなったうえ第 8回目の授業で、発表、講評、質疑応答、意見交換などを

おこなう。 

事後学習：レポート作成と討論・質疑応答などを通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1回目～第 10 回の講義内容を踏まえて、レポートにまとめる。課題は第 10回目の授業の際に発表

する。 

レポート形式：A4 用紙 1-2枚 1000 字程度 

実施時期：第 10回の授業後に課題を発表するので各自で作成すること。 

提出期限：第 12回の授業日の前日までに、中野研究室に提出する。 

     提出後、中野で添削・評価等をおこなったうえ第 13回目の授業で、討論・とりまとめ、全体発表、講評、質

疑応答、意見交換などをおこなう。 

事後学習：レポート作成と演習での討論・質疑応答などを通し学んだことをまとめる。 

期末試験。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉運営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4105 

２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

・福祉サービスに係る組織や団体（社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人、市民団体、 

自治会など）について理解する。 
・福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論について理解する。 
・福祉サービスの経営と管理運営について理解する。 

８．学習目標 

・福祉サービスにおける組織と経営の概要について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスに係る組織や団体の役割や税制等について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスの組織、経営、集団の力学、リーダーシップ等に関する基礎理論について理解し、説明す

ることができる。 
・福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理、人事・労務管理、会計・財務管理、情報管理）につい
て理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

随時講義中に行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会 

『新・社会福祉士養成講座 第 11巻 福祉サービスの組織と経営』、中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

講義は「参加」することが大事である。特に経営としての運営管理の部分が基礎となるので、指定したテ

キストは事前に読了しておくことが望ましい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバスの説明・講義の進め方）、

経営学とは、マネジメントとはについて 

事前学習 
社会福祉運営管理論の学習用ノートを準備

し講義に臨むこと。 

事後学習 
経営学とは、マネジメントとはについて、そ

の内容をまとめる。 

第２回 
福祉サービスにおける組織と経営（福祉サービスにおけ

る組織と経営、福祉サービスと制度）について 

事前学習 
教科書第 1 章（pp.2~16）を熟読し、要点を

まとめる。 

事後学習 

福祉サービスとは何か及びこれからの福祉

経営に求められるものは何かについてまと

める。 

第３回 
福祉サービスにかかわる組織や団体（法人とは、社会福

祉法人）について 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.18~43）を熟読し、要点を

まとめる。 

事後学習 
法人とは何か及びこれからの社会福祉法人

のあり方について、その内容をまとめる。 

第４回 
福祉サービスに係る組織や団体（特定非営利活動法人、

その他の組織や団体）について 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.44~66）を熟読し、要点を

まとめる。 

事後学習 
特定非営利活動法人の現状と課題について、

その内容をまとめる。 

第５回 
福祉サービスの組織と経営の基礎理論（戦略、事業計画）

について 

事前学習 
教科書第 3 章（pp.68~82）を熟読し、要点を

まとめる。 

事後学習 

経営戦略とは何か並びに事業計画のプロセ

スとその必要性について、その内容をまとめ

る。 

第６回 
福祉サービスの組織と経営の基礎理論（組織、管理運営

の基礎理論）について 

事前学習 
教科書第 3 章（pp.83~96）を熟読し、要点を

まとめる。 

事後学習 
組織形態について及び管理の手法について

整理する。 

第７回 

福祉サービスの組織と経営の基礎理論（集団の力学に関

する基礎理論、リーダーシップに関する基礎理論）につ

いて 

事前学習 
教科書第 3 章（pp.97~109）を熟読し、要点

をまとめる。 

事後学習 
公式組織と非公式組織及びリーダーシップ

に関する基礎理論について整理する。 



 

 

第８回 
福祉サービスの管理運営の方法（サービスマネジメン

ト、サービスの質の評価）について 

事前学習 
教科書第 4 章（pp.112~142）を熟読し、要点

をまとめる。 

事後学習 

サービスマネジメントの対象領域及び福祉

サービスの質の評価について、その内容をま

とめる。 

第９回 
福祉サービスの管理運営の方法（苦情対応とリスクマネ

ジメント、サービスの提供のあり方の方向性）について 

事前学習 
教科書第 4 章（pp.143~164）を熟読し、要点

をまとめる。 

事後学習 
リスクマネジメントの考え方及び福祉サー

ビスのあり方について整理する。 

第１０回 
福祉サービスの管理運営の方法（人事・労務管理）につ

いて 

事前学習 
教科書第 5 章（pp.166~192）を熟読し、要点

をまとめる。 

事後学習 

今後の福祉サービスの人事・労務管理につい

てどのように進めるべきかについて検討す

る。 

第１１回 福祉サービスの管理運営の方法（人材育成）について 

事前学習 
教科書第 5 章（pp.193~211）を熟読し、要点

をまとめる。 

事後学習 
福祉サービスにおける人材育成の必要性に

検討する。 

第１２回 福祉サービスの管理運営の方法（財務管理）について 

事前学習 
教科書第 6 章（pp.214~224）を熟読し、要点

をまとめる。 

事後学習 
社会福祉法人の財務管理の考え方について

検討する。 

第１３回 
福祉サービスの管理運営の方法（会計管理（実務を含

む））について 

事前学習 
教科書第 6 章（pp.225~243）を熟読し、要点

をまとめる。 

事後学習 
財務諸表の概要とその見方・使い方につい

て、実例を基に習得する。 

課題研究 

1 

テーマ：第 2 回～第 6 回の講義内容を踏まえ、「福祉サービスの組織と経営戦略」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1600 字程度）  

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始前に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に行う。 

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

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

課題研究 

2 

テーマ：第 10 回～第 11 回の講義内容を踏まえ、「福祉サービスにおける人材育成」についてレポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1600 字程度）  

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12の授業開始前に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に行う。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会福祉士養成演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECD3221 

GECD3421 
２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として地域や施設で福祉の向上のために活

躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、過去問題を使用し

た演習を徹底して行います。その中で、試験に合格するための知識を定着させ、合格へと導いていきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 

（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 

（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎

的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの

ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・正規の授業に加えて、別途開講される対策講座への出席。 

・定期試験（共通科目・専門科目）では、本番の試験の合格基準に従って、 

① 全体の60％以上の得点がある。 

② 全ての科目で得点がある（0点科目がない）。ことを課題とします。 

（不合格の場合は再試験を行い、合格するまで繰り返すことを義務付けます。） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『社会福祉士国家試験過去問解説集 2021』中央法規。 

【参考文献】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解したか。 

２．国家試験の過去問題を確実に正解する力がついたか。 

○評定の方法 

･毎回の授業で実施する確認小テスト 50％ 

･学期末試験（共通科目・専門科目） 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・上記教科書が販売される 5 月のゴールデンウイーク明けから、授業は開始される。 

・授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（試験の概要・傾向等） 
（合格基準の確認、授業の進め方とその学習方法につい

て理解する）【福祉行財政と福祉計画①】 

事前学習 シラバスを事前によく読んでくる 

事後学習 学習方法の確認 

第２回 【社会保障】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第３回 【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第４回 【低所得者に対する支援と生活保護制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第５回 【保健医療サービス】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第６回 【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第７回 【人体の構造と機能及び疾病】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第８回 【心理学理論と心理的支援】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第９回 【社会理論と社会システム】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１０回 【現代社会と福祉①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１１回 【現代社会と福祉②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 



 

 

第１２回 【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１３回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

課題研究

1 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を

赤ペンで修正する。 

実施時期：第 7 回授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

課題研究
2 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を
赤ペンで修正する。 

実施時期：第 10 回授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

期末試験（共通科目） 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 GECD4221 

２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として施設や地域で福祉の向上のために活
躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、社会福祉士養成演
習Ⅰで身に着けた基本的知識の定着を図るとともに、実際の試験に対応できる応用力を身につけていきます。

過去の試験において出題が多くみられる項目を中心について問題演習を行い、最新の福祉の動向も踏まえな
がら、社会福祉士国家試験合格に必要な力を養成していきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 
（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 
（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎
的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの
ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
『2020社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。（3年生の養成演習Ⅰで購入したテキストです。3年次に

養成演習Ⅰを受講していなかった学生は、事前に購入しておくこと） 
『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』、中央法規。（秋期の開始時に購入します） 
【参考文献】 

『2021 社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。 
『社会福祉士国家試験模擬問題集 2021』中央法規。 
『社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 共通科目編 2021』中央法規。 

『社会福祉士受験ワークブック 専門科目編 2021』中央法規。  
『社会福祉士の合格教科書 2021』医学評論社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかにかかってい

ます。本講義を受講する学生は、1問 1問真剣に取り組んでください。授業の内容や進行順は変更することが

あります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス(試験の概要・傾向等) 

【社会理論と社会システム】【現代社会と福祉①】 

事前学習 3 年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 【現代社会と福祉②】【福祉行財政と福祉計画】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 【社会保障】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度】【人体の構造

と機能及び疾病】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 
【心理学理論と心理的支援】【障害者に対する支援と障

害者自立支援制度】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 【保健医療サービス】【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【社会調査の基礎】【相談援助の基盤と専門職】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 



 

 

第９回 【相談援助の理論と方法】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 【福祉サービスの組織と経営】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【高齢者に対する支援と介護保険制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【就労支援サービス】【更生保護制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

課題研究
１ 

共通科目の確認テストを自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出時期：夏期休講後最初の授業開始時に提出する。 

事後学習：満点が取れるように再度確認する。 

課題研究 

２ 

「基盤と専門職」「理論と方法」における事例問題文の内、重要な箇所やポイントとなる一文、等をまとめる。 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を再度復習する。 

期末試験（実力確認テスト）（専門科目） 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 GECD4221 

２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として施設や地域で福祉の向上のために活
躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、社会福祉士養成演
習Ⅰで身に着けた基本的知識の定着を図るとともに、実際の試験に対応できる応用力を身につけていきます。

過去の試験において出題が多くみられる項目を中心について問題演習を行い、最新の福祉の動向も踏まえな
がら、社会福祉士国家試験合格に必要な力を養成していきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 
（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 
（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎
的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの
ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・対策講座、夏期講習への出席 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
『2020社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。（3年生の養成演習Ⅰで購入したテキストです。3年次に

養成演習Ⅰを受講していなかった学生は、事前に購入しておくこと） 
『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』、中央法規。（秋期の開始時に購入します） 
【参考文献】 

『2021 社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。 
『社会福祉士国家試験模擬問題集 2021』中央法規。 
『社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 共通科目編 2021』中央法規。 

『社会福祉士受験ワークブック 専門科目編 2021』中央法規。  
『社会福祉士の合格教科書 2021』医学評論社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかかかっていま

す。本講義を受講する学生は、試験に絶対に受かるという決意をもって、１問１問真剣に取り組んでくださ

い。授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス（春期）(試験の概要・傾向等) 

【社会理論と社会システム①】【現代社会と福祉①】 

事前学習 ３年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【地域福祉の理論と方法①】【福祉行財政と福祉計画

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 
【社会保障①】【低所得者に対する支援と生活保護制度

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 
【人体の構造と機能及び疾病①】【心理学理論と心理的

支援①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度①】【保健

医療サービス①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 【権利擁護と成年後見制度①】【社会調査の基礎①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【相談援助の基盤と専門職①】【相談援助の理論と方法

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 
【福祉サービスの組織と経営①】【児童や家庭に対する

支援と児童・家庭福祉制度①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 



 

 

第９回 
【高齢者に対する支援と介護保険制度①】【就労支援サ

ービス①】【更生保護制度①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 【社会理論と社会システム②】【現代社会と福祉③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【現代社会と福祉④】【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【福祉行財政と福祉計画②】【社会保障②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度②】【人体の構

造と機能及び疾病②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１４回 
【心理学理論と心理的支援②】【障害者に対する支援と

障害者自立支援制度②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１５回 【保健医療サービス②】【権利擁護と成年後見制度②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１６回 【共通科目復習模試】【社会調査の基礎②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１７回 
相談援助の基盤と専門職②】【相談援助の理論と方法

③】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１８回 【相談援助の理論と方法④】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１９回 【高齢者に対する支援と介護保険制度③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２０回 
【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度③】

【福祉サービスの組織と経営②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２１回 
【就労支援サービス②】【更生保護制度②】【専門科目

復習模試】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２２回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２３回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２４回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２５回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２６回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２７回 総復習 
事前学習 ここまで授業で取り上げた問題を総復習する 

事後学習 ポイントの総復習を行う 

第２８回 総復習 

事前学習 今まで苦手とした問題をしっかりと見直す 

事後学習 体調を万全な状態にするため睡眠時間を確保 

事後学習 最後まで、合格を信じて本試に臨むこと 

期末試験(実力確認テスト)（共通・専門)：第１５回授業終了後の春期期末試験週間に実施 

課題研究 1 

「基盤と専門職」「理論と方法」における事例問題文の内、重要な箇所やポイントとなる一文、等をまとめる。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：夏期休講後最初の授業開始時に提出 

事後学習：添削後、指摘された部分を復習する。 

課題研究 2 

第 31 回の問題をもう一度自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 9 回授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末試験に向けて、再度復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会福祉入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1101 

２．授業担当教員 久次 奈美 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また様々な福祉領域で必要な知識や実
践方法にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。さらにこれまでの福祉理念の
変遷を概観し、急速に変化していく現代社会にあって、これからの福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができる。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができる。 

３．各自の国の状況も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１． 事前学習・事後学習に関する課題（予習または振り返り）を随時実施・提出 

２． 課題レポート（A4×３枚程度）（①社会福祉とは何か ②興味ある実践分野・社旗問題の考察  

③興味ある援助技術の考察について 講義最終日に提出してもらいます 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】山縣文治・岡田忠克編 『よくわかる社会福祉（第 11版）』ミネルヴァ書房、2016年。 

【参考書】北島英治・副田あけみ・高橋重宏・渡部律子 編 『ソーシャルワーク実践の基礎理論』有斐閣。  

【教材】必要に応じて資料や新聞記事を配布 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができるか。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができるか。 

３．各自の国や地域の状況比較も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む) 30％ 

２．課題レポート 30％ 

３．期末試験 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は社会福祉実践への入口となる入門的科目です。教科書だけでなく、新聞やインターネット等を活用

し社会問題、社会福祉に関する知識を増やしてください。 

１） 正当な理由がない限り欠席・遅刻・早退をしないこと。 

２） 授業内容の理解のために、必ず事前学習（予習）事後学習（復習）を行うこと。 

３） 授業には自分なりの問題意識を持って、積極的な態度で参加すること。 

４） 課題やグループディスカッションには能動的に取組むこと。 

５） 授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁。従えない場合は退出してもらいます。 

13．オフィスアワー 授業の前後に質問や相談を受け付けます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業オリエンテーション（講義概要・授業の進め方等） 

講師の自己紹介・社会福祉とは何か・最近の話題 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通して本科目で学

習する内容の全体像を把握する。 

事後学習 
社会福祉に関する最近の話題を探し、ノートに

まとめる。 

第２回 教科書 I 社会福祉の基礎概念を学ぶ 

事前学習 教科書 I を読み、用語等を調べておく。 

事後学習 
社会福祉の価値、原理、専門性について復習し

ノートにまとめる 

第３回 教科書 II 社会福祉をとりまく状況について学ぶ 
事前学習 教科書 II を読み、用語等を調べておく。。 

事後学習 少子高齢化について復習しノートにまとめる 

第４回 
教科書 III 社会福祉の歴史と展開について学ぶ 

第 1 回～3 回の内容についての小テスト実施 

事前学習 教科書 IIII を読み、用語等を調べておく 

事後学習 
各国の社会福祉の歴史について大まかな流れ

を理解し整理する。 

第５回 
教科書 IV 社会福祉の仕組みと運営について 

教科書 V 社会福祉の機関と施設について学ぶ 

事前学習 教科書 IV&V を読み、用語等を調べておく。 

事後学習 
社会福祉の法律と実施体制、サービス利用シス

テムについて復習する 

第６回 教科書 VI 社会福祉の援助と方法について学ぶ 

事前学習 教科書 VI を読み、用語等を調べておく 

事後学習 
ソーシャルワークの展開課程について復習す

る。 

  



 

 

第７回 
教科書 VII 社会保障・公的扶助について学ぶ① 

第 4 回～７回の内容についての小テスト実施 

事前学習 教科書 VII を読み、用語等を調べておく。 

事後学習 
社会保障制度体系について授業で学習した体

系表をもとに復習する。 

第８回 教科書 VII 社会保障・公的扶助について学ぶ② 

事前学習 教科書 VII を読み、用語等を調べておく。 

事後学習 
生活保護制度について復習し、原理・原則・制

度内容をノートにまとめる 

第９回 教科書 VIII 子ども家庭福祉について学ぶ 

事前学習 教科書 VIII を読み、用語等を調べておく。 

事後学習 

子ども家庭福祉の法律と実施体制について整

理する。児童虐待の現状と課題について調べノ

ートにまとめる。 

第１０回 教科書 IX 高齢者福祉について学ぶ 
事前学習 教科書 IX を読み、用語等を調べておく 

事後学習 介護保険制度について復習する 

第１１回 教科書 X 障害者福祉について学ぶ 

事前学習 教科書 X を読み、用語等を調べておく。 

事後学習 
障害者福祉の基本理念、法律、実施体制につい

て復習しノートにまとめる 

第１２回 
教科書 XI 地域福祉について学ぶ 

第 8 回～12 回の内容についての小テスト実施 

事前学習 教科書 XI を読み、用語等を調べておく 

事後学習 

ソーシャル・サポートとソーシャル・インクル

ージョンについて復習し、自分の考えをノート

にまとめる。授業で学習した内容を自分が暮ら

す地域にあてはめて考察する 

第１３回 

教科書 XII これからの社会福祉の課題について学ぶ 

全体のまとめ  

社会福祉とは何か・専門職としての課題と自己課題につ

いて考える 

期末テスト対策講義/期末模擬テスト実施 

事前学習 

社会福祉とは何か・専門職としての課題、自己

課題について考察しノートにまとめ、ディスカ

ッションに備える。 

事後学習 

15 回で学んだ内容について整理し、理解を深

め、これからの社会福祉の課題について自分の

考えをまとめ、期末試験に備える。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 5回の講義内容を踏まえて➀厚生労働省のホームページを閲覧し、厚生労働省の取り組みをレポー

トにまとめる➁自宅近くの社会福祉機関について調べ表にまとめる（詳細は授業開始後に指示する） 

実施内容：リサーチ＆レポート形式 A4用紙 2枚 

実施時期：第 5回授業後 

提出期限：第６回授業後に提出する。第 7回小テスト後に返却・質疑応答・意見交換を行う 

課題研究 

2 

補講授業を実施する 

授業内容：教科書 XIII 社会福祉を支える人たちについて学ぶソーシャルワーカーの実践 DVD 視聴 

実施期間：第 10 回以降の補講日等に実施する。日程は授業開始後に決定する 

事前学習：➀社会福祉専門職の資格制度について➁社会福祉協議会について、調べノートにまとめる。 

事後学習：DVD を視聴した感想と DVD 中のキーワードなどについて記述するワークシートを完成させる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉入門 （2 単位） 

３．科目番号 GEBS1101 

２．授業担当教員 安齋 多香子 

４．授業形態 講義、ディスカッション  ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし
ている。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また様々な福祉領域で必要な知識や実
践方法にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。さらにこれまでの福祉理念の

変遷を概観し、急速に変化していく現代社会にあって、これからの福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができる。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができる。 

３．各自の国の状況も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは講義の中で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】東京福祉大学編『レポート・試験はこう書く 新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房 

【参考書】必要な参考書等は講義の中で指示する。また、必要に応じて、プリント等補助教材を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができるか。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができるか。 

３．各自の国や地域の状況比較も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む) 30％ 

２．課題レポート 30％ 

３．期末試験 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを目

的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられた場

合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業の前後に質問や相談を受け付けます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業のオリエンテーション：これからの授業の内容と進

行についての確認 

事前学習 
身近にある「社会福祉」に関係すると思うこ

とを書き出してくる。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第２回 
「社会福祉」とは？：「社会福祉」についてテキストを用

いてレジュメを作成する 

事前学習 
テキスト p6 を熟読し、不明な点を明らかに

しておく。 

事後学習 
グループで作成したレジュメ内容を推敲す

る。 

第３回 

「社会福祉」とは？：レジュメの説明（発表） 

「ノーマライゼーション」について：テキストを確認し

理解する 

事前学習 
発表用レジュメの確認とテキスト p55を熟読

し、不明な点を明らかにしておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第４回 社会保障の概要①：社会保障の役割と機能 

事前学習 
テキスト p85を熟読し、不明な点を明らかに

しておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を確認しノートにまとめ

る。 

第５回 社会保障の概要②：社会保障の制度 
事前学習 社会保障制度について調べてくる 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる 

  



 

 

第６回 
社会福祉の対象とサービス① 子ども家庭福祉につい

て 

事前学習 
テキスト p72～75を読み、用語等を確認して

置く 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる 

第７回 
社会福祉の対象とサービス② 高齢者福祉について 

 

事前学習 
テキスト p31～33を読み、用語等を確認して

おく 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる 

第８回 
社会福祉の対象とサービス③ 障碍者福祉について 

 

事前学習 
テキスト p45～47、56を読み、用語等を確認

しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる 

第９回 
社会福祉援助技術とは; 社会福祉の専門援助技術につ

いて知るとともに実践方法について理解を深める 

事前学習 
テキスト p141 を読み、社会福祉の専門援助

技術について確認しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる 

第１０回 
社会福祉の専門職について：社会福祉士が行う相談援助

についてその概要を理解する 

事前学習 
テキスト p138 を熟読し、支援の方法につい

てその体系を調べておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる 

第１１回 身近な福祉サービスや問題について考える 
事前学習 

これまでの学習内容等をまとめ、必要な情報

をしらべてくる。 

事後学習 発表用の資料を作成する。 

第１２回 
発表 グループごとに作成した資料を使ってプレゼン

テーションをする 

事前学習 作成した資料を見直し、発表の準備をする 

事後学習 
グループ発表に対する他グループからのフ

ィードバックについて考える。 

第１３回 全体的なまとめー社会福祉の今後の課題 

事前学習 
これまで学んだ内容を振り返り、個人レポー

トを作成する。 

事後学習 
これまで学んだ内容を振り返り、個人レポー

トを作成する。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 2 回～第 5回の講義内容を踏まえて、「社会福祉の目的と内容」についてレポートにまとめなさ

い。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）  

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・

意見交換を第 8 回授業終了後に教室で行う。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業にて

随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

2 

課題研究テーマ：第 6回～第 8回の講義内容を踏まえて、「自分の興味ある福祉サービス」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）  

実施時期：第 8回の授業後に実施する。 提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・

意見交換を第 11回授業後に教室で行う。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業にて随時

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会福祉入門 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1101 

GELA1301 
２．授業担当教員 山脇 敬子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また様々な福祉領域で必要な知識や実
践方法にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。さらにこれまでの福祉理念の
変遷を概観し、急速に変化していく現代社会にあって、これからの福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができる。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができる。 

３．各自の国の状況も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは講義の中で指示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】東京福祉大学編『レポート・試験はこう書く 新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房 

【参考書】必要な参考書等は講義の中で指示する。また、必要に応じて、プリント等補助教材を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができるか。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができるか。 

３．各自の国や地域の状況比較も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む) 30％ 

２．課題レポート 30％ 

３．期末試験 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを目

的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられた場

合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義オリエンテーション：これからの講義の内容と進行

についての確認 

事前学習 
「社会福祉」について学ぶぼうと考えた動機

について言語化できるようにする。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第２回 
「社会福祉」とは？：「社会福祉」についてテキストを用

いてレジュメを作成する 

事前学習 
テキスト p6 を熟読し、不明な点を明らかに

しておく。 

事後学習 
グループで作成したレジュメ内容を推敲す

る。 

第３回 

「社会福祉」とは？：レジュメの説明（発表） 

「ノーマライゼーション」について：テキストの確認と

プリントの説明 

事前学習 
発表用レジュメの確認とテキスト p55を熟読

し、不明な点を明らかにしておく。 

事後学習 講義で学んだ事項をノートにまとめる。 

第４回 社会保障の概要①：社会保障の意義について 
事前学習 

「社会保障」について自身が理解している事

柄をまとめる。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第５回 社会保障の概要②：社会保障に関するレジュメの作成 

事前学習 
テキスト p85を熟読し、不明な点を明らかに

しておく。 

事後学習 
グループで社会保障に関するレジュメを完

成させる。 

第６回 社会保障の概要③：レジュメの発表と解説 
事前学習 作成したレジュメの内容を確認する。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 



 

 

第７回 
「社会福祉サービス」について：社会福祉施設・機関の

理解 

事前学習 
テキスト p31を熟読し、不明な点を明らかに

しておく。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第８回 

社会福祉の専門職（社会福祉士）について：社会福祉に

関わる専門職について知るとともに社会福祉士の専門

性について理解を深める 

事前学習 
テキスト p13を熟読し、社会福祉士の社会的

役割について自身の意見をまとめる。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第９回 
実践者の事例：卒業生等から実践活動に関する話を聞

き、社会福祉実践に関する理解を深める 

事前学習 
事前に示された講話者の専門領域について、

その概要を調べておく。 

事後学習 講話内容についてまとめる。 

第１０回 
「社会福祉」に関する説明資料の作成：「福祉教育」に使

用する教材を想定し、グループ毎に資料を作成する 

事前学習 
これまでの学習内容、資料等をまとめ、教材

作成に必要な情報を整理する。 

事後学習 発表用資料の作成 

第１１回 
「福祉教育」教材発表①：グループ毎に作成した教材を

用いてプレゼンテーションを行う 

事前学習 
グループ発表の準備及び他グループの資料

に目を通す。 

事後学習 
グループ発表に対する他グループからのフ

ードバックを受ける。 

第１２回 
「福祉教育」教材発表②：グループ毎に作成した教材を

用いてプレゼンテーションを行う 

事前学習 
グループ発表の準備及び他グループの資料

に目を通す。 

事後学習 
グループ発表に対する他グループからのフ

ードバックを受ける。 

第１３回 まとめ 

事前学習 個人レポートの作成 

事後学習 
社会福祉入門において理解が促進した事項

についてまとめ、言語化できるようにする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえて、「社会福祉の目的と内容」についてレポートにまとめなさい。

レポート形式：A４用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：「社会福祉の専門技術について：社会福祉士が行う相談援助についてその概要を理解する」 

実施時期：第 8回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキストｐ138～140を熟読し、支援の方法についてその体系を調べておく。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉入門 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1101 

GELA1301 
２．授業担当教員 若杉 英治 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また様々な福祉領域で必要な知識や実
践方法にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。さらにこれまでの福祉理念の
変遷を概観し、急速に変化していく現代社会にあって、これからの福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができる。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができる。 

３．各自の国の状況も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは講義の中で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】東京福祉大学編『レポート・試験はこう書く 新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房 

【参考書】必要な参考書等は講義の中で指示する。また、必要に応じて、プリント等補助教材を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができるか。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができるか。 

３．各自の国や地域の状況比較も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む)30％ 

２．課題レポート 30％ 

３．期末試験 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを目

的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられた場

合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義オリエンテーション：これからの講義の内容と進行

についての確認 

事前学習 
「社会福祉」について学ぶぼうと考えた動機

について言語化できるようにする。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第２回 
「社会福祉」とは？：「社会福祉」についてテキストを

用いてレジュメを作成する 

事前学習 
テキスト p6 を熟読し、不明な点を明らかに

しておく。 

事後学習 
グループで作成したレジュメ内容を推敲す

る。 

第３回 

「社会福祉」とは？：レジュメの説明（発表） 

「ノーマライゼーション」について：テキストの確認と

プリントの説明 

事前学習 
発表用レジュメの確認とテキストp55を熟読

し、不明な点を明らかにしておく。 

事後学習 講義で学んだ事項をノートにまとめる。 

第４回 社会保障の概要①：社会保障の意義について 
事前学習 

「社会保障」について自身が理解している事

柄をまとめる。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第５回 社会保障の概要②：社会保障に関するレジュメの作成 

事前学習 
テキスト p85を熟読し、不明な点を明らかに

しておく。 

事後学習 
グループで社会保障に関するレジュメを完

成させる。 

第６回 社会保障の概要③：レジュメの発表と解説 
事前学習 作成したレジュメの内容を確認する。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 



 

 

第７回 
「社会福祉サービス」について：社会福祉施設・機関の

理解 

事前学習 テキスト 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第８回 

社会福祉の専門職（社会福祉士）について：社会福祉に

関わる専門職について知るとともに社会福祉士の専門

性について理解を深める 

事前学習 
テキスト p13を熟読し、社会福祉士の社会的

役割について自身の意見をまとめる。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第９回 
社会福祉の専門技術について：社会福祉士が行う相談援

助についてその概要を理解する 

事前学習 
テキスト p138 を熟読し、支援の方法につい

てその体系を調べておく。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第１０回 
「社会福祉」に関する説明資料の作成：「福祉教育」に

使用する教材を想定し、グループ毎に資料を作成する 

事前学習 
これまでの学習内容、資料等をまとめ、教材

作成に必要な情報を整理する。 

事後学習 発表用資料の作成 

第１１回 
「福祉教育」教材発表①：グループ毎に作成した教材を

用いてプレゼンテーションを行う 

事前学習 
グループ発表の準備及び他グループの資料

に目を通す。 

事後学習 
グループ発表に対する他グループからのフ

ードバックを受ける。 

第１２回 
「福祉教育」教材発表②：グループ毎に作成した教材を

用いてプレゼンテーションを行う 

事前学習 
グループ発表の準備及び他グループの資料

に目を通す。 

事後学習 
グループ発表に対する他グループからのフ

ードバックを受ける。 

第１３回 まとめ 

事前学習 個人レポートの作成 

事後学習 
社会福祉入門において理解が促進した事項

についてまとめ、言語化できるようにする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第６回の講義内容を踏まえて、「社会保障の機能」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回～第９回の講義内容を踏まえて、「社会福祉士の社会的意義と役割」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会福祉入門 （2 単位） 

３．科目番号 GEBS1101 

２．授業担当教員 崔 允姫（チェ ユニ） 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また様々な福祉領域で必要な知識や実
践方法にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。さらにこれまでの福祉理念の
変遷を概観し、急速に変化していく現代社会にあって、これからの福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができる。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができる。 

３．各自の国の状況も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・学習の理解度をみる課題（まとめ）を授業内で毎回行います。 

＊その他毎回の授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

岩田正美・上野谷加代子・藤村正之編『ウェルビーイング・タウン 社会福祉入門 改訂版』有斐閣アルマ。 

【参考書】 

必要な参考書等は講義の中で指示する。また，必要に応じて印刷物などを補助教材として配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができるか。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができるか。 

３．各自の国や地域の状況比較も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む) 30％ 

２．課題レポート 30％ 

３．期末試験 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉入門は，「社会福祉とは何か」という問いかけからはじめ，社会福祉において最も重要な価値と倫

理について深く学んでいく科目です。そのため，事前学習，授業への出席，熱意ある参加，グループでのデ

ィスカッションや作業，課題作成などへの積極的な取組みを望みます。 

（＊授業内容や順番，課題等は，皆さんの進捗状況・理解度にあわせて適宜変更していきます。） 

13．オフィスアワー 授業時間内に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業の主な内容や進め方について 

事前学習 
教科書の Stage０(pp.1～5）「福祉の世界へログイ

ン」を読んで，理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 

第２回 価値を考える（社会福祉ってなんだろう） 

事前学習 
教科書の Stage１(pp.25-27, p12, p22）を読み，

理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 

第３回 価値を考える（どこまでどのように福祉が関わるか） 

事前学習 

教科書のStage５(pp.105-109，pp.109-114，

pp.100-101, pp.120-121）を読み，理解を進めて

おく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 

第４回 価値を考える（福祉と共生への新たな視点） 

事前学習 
教科書のStage１０(pp.232-237、pp.237-243，

pp.228-229, p244）を読み，理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 

第５回 社会・制度を学ぶ（福祉をつくりあげる仕組み） 

事前学習 
教科書の Stage２(pp.30-37)を読み，理解を進めて

おく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 

第６回 社会・制度を学ぶ（福祉が必要になるとき） 

事前学習 
教科書の Stage４(pp.76-77，pp.85-88,  

pp.82-83）を読み，理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 

第７回 社会・制度を学ぶ（福祉は経済成長のおこぼれか） 

事前学習 

教科書のStage８(pp.180-186，pp.186-191，

pp.182-183, pp.192-193）を読み，理解を進めて

おく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 



 

 

第８回 
社会・制度を学ぶ（身近な問題から地球規模の広が

りへ） 

事前学習 
教科書の Stage９ (pp.204-210， pp.210-215，

pp.215-220)を読み，理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 

第９回 
フィールドに取り組む（福祉のフィールド１ー問題

発見） 

事前学習 
教科書の Stage３(pp.54-57，pp.64-66，pp.69-73，

p62-63, p74)を読み，理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 

第１０回 フィールドに取り組む（福祉のフィールド２ー援助） 

事前学習 
教科書の Stage６ (pp.123-129， pp.136-141，

pp.149-150)を読み，理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 

第１１回 
フィールドに取り組む（多様な主体で福祉社会を創

る時代へ） 

事前学習 
教科書のStage７(pp.151-162，pp.170-171)を読

み，理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に学んだ内容や行った作業・演習等につい

ての要点をまとめる。 

第１２回 中間まとめ 
事前学習 

これまで学んだ内容を振り返り，理解を深めてお

く 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し，理解を深める。 

第１３回 総合まとめ（社会福祉の価値と倫理を考える） 

事前学習 
これまで学んできた内容を総合的に振り返り、理

解を深めておく 

事後学習 
ここまでの内容ついて総合的に整理し，理解を深

める。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回から第４回の講義で学んだ社会福祉の「価値を考える」について、講義内容を理解したうえで

その内容をまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚(1,440字程度) 

実施期間：第６回の授業開始時に提出する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第５回から第８回の講義で学んだ社会福祉の「社会・制度を学ぶ」について、講義内容を理解したう

えでその内容をまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚(1,440字程度) 

実施期間：第１０回の授業開始時に提出する。 

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

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉入門 （2 単位） 

３．科目番号 

GEBS1101 

GELA1101 

GELA1301 ２．授業担当教員 李 泰俊 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また様々な福祉領域で必要な知識や実
践方法にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。さらにこれまでの福祉理念の
変遷を概観し、急速に変化していく現代社会にあって、これからの福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができる。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができる。 

３．各自の国の状況も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題、レポート課題は授業の中で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房に基づき必要に応じては基礎資料を配布する。 

【参考書】必要な参考書は、授業の中で指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができるか。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができるか。 

３．各自の国や地域の状況比較も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む) 30％ 

２．課題レポート 30％ 

３．期末試験 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉入門は、今後、他の福祉科目を履修するにあたって、必要な基礎的知識を習得する必修科目であり

ます。従って、全体的な基礎的学習程度を評価する期末試験の比重が大きいことを熟知してください。 

13．オフィスアワー 初回授業の中で提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・授業オリエンテーション（グループ作りを含む） 

・「福祉とは何か，福祉を通して何を学ぶのか」 

事前学習 
社会や身近い日常生活で起こる出来事と 

福祉との関連を考えてみる。 

事後学習 現代社会における福祉の役割を理解する。 

第２回 「現代社会を取り巻く現状と福祉の展開 
事前学習 教科書 pp.22－30 まで読んでおく 

事後学習 授業内容と自分の生活との関連を確かめてみる。 

第３回 社会福祉の基礎概念とノーマルゼーション 
事前学習 教科書 p.20 を読んでおく 

事後学習 社会福祉にかかわる用語・概念をまとめる。 

第４回 社会福祉のはじまりと福祉国家の成立 
事前学習 教科書 pp.40～45 読んでおく 

事後学習 福祉国家までの道のりをまとめる。 

第５回 社会福祉歴史と展開―日本型福祉社会の成立― 
事前学習 教科書 pp.34～36 を読んでおく 

事後学習 日本社会福祉の道のりにまとめる。 

第６回 社会福祉政策の仕組みと運営 
事前学習 事前配布資料を読んでおく 

事後学習 福祉制度と政策の関係をまとめる。 

第７回 
社会福祉の援助方法と展開「福祉の援助の対象と原

理」 

事前学習 援助とは何かを事前に調べておく。 

事後学習 ソーシャルワークの実践と展開をまとめる。 

第８回 
グループ研究「社会福祉関連の関心事について調べ
ましょう」グループディスカッションと課題分担 

事前学習 事前配布資料について読んでおく 

事後学習 
どのようにグループで学習していくか、話し合っ

たことをまとめておく。 

第９回 日本の社会保障制度の仕組みと役割【貧困と福祉】 

事前学習 教科書 pp.102～110 を読んでおく 

事後学習 
ナショナルミニマムにおける社会保障制度の機能

をまとめる。 

第１０回 障害者福祉―障害の理解と援助（ICF の理解）― 
事前学習 教科書 pp.166～170 を読んでおく 

事後学習 障害の概念と援助の基本考え方をまとめる。 

第１１回 
高齢者にかかわる問題と社会福祉 

－高齢社会の現状と対策－ 

事前学習 教科書 p.144 を読んでおく 

事後学習 高齢者問題にかかわる制度の役割をまとめる。 

第１２回 

児童・家庭の問題と社会福祉の関わり 

－現代社会における児童・家庭問題を理解する－ 

・課題研究発表 

事前学習 事前配布資料を読んでおく 

事後学習 
家庭・児童問題の変化と社会福祉の機能について

まとめる。 

第１３回 
地域福祉の理解と課題 

－地域をめぐる状況と地域福祉の考え方－ 

事前学習 教科書 pp.186～187 を読んでおく。 

事後学習 
授業内容に基づき，自分の地域問題は何かを考え，

対策をまとめる。 

 



 

 

  

課題研究 

1 

補充学習を実施する 

学習内容：日本の福祉国家の成立と世界各国の社会福祉の展開を理解する 

実施期間：第 5 回の授業以降、補充学習として実施する 

事前学習：教科書「よくわかる社会福祉」p32～44 を熟読し、社会福祉の成立と構造を理解する 

事後学習：講義と教科書を通した重要内容をノートにまとめる 

課題研究 

2 

レポート課題テーマ：第 2 回～12 回までの講義内容を踏まえて，私たちの生活と社会福祉の関係と役割について，レポ

ートにまとめてください（※ご自分の生活の中における経験や社会のイッシューを交えながら作成してください）。 

レポート形式：1000 字程度 

実施期限：第 12 回授業後に実施する 

提出期限：第 13 回授業開始時に提出する（※提出際、事後学習のためのメールアドレスを記入してください） 

事後学習：レポート提出において適宜添削指導をする 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会保障論 （4単位） 

３．科目番号 

SBMP2105 

SPMP2105 

PSMP2405 ２．授業担当教員 本沢 一善 

４．授業形態 講義、学生発表、グループディスカッション、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は、年金、医療など 5つの保険は社会保険として中核をなすが、他に、公的扶助（生活保護など）、

社会福祉などの科目も含み、膨大なものである点を十分自覚して履修してほしい。 

７．講義概要 

本科目では、社会保障を構成している年金、医療、介護、雇用、労災保険を中心に、各制度の沿革にま

でさかのぼり、理論的に解説する。そのことにより社会福祉の現場で働く場合に必要となる社会保障に関

する専門的かつ正確な知識を体得する。 

社会保障の理念や範囲、期待する社会保障の機能などは国によって異なっており、その相違が主に市場

経済の構造や社会的慣行にあるとすれば、今後、わが国が豊かな社会保障を構築するためにどのような条

件整備を進めていくべきかを探っていく必要がある。 

シラバスに即して進行するので、学生は事前事後の家庭学習と組み合わせて、毎週確実に単元の内容を

習得していくことになる。主体的自発的学習促進の観点から、授業時にはグループ討議や発表を組み入れ

る。 

８．学習目標 

1社会保障制度の体系、機能について理解し、説明できるようになる。 

2社会保障給付に関する費用の使途と財源について理解し、説明できるようになる。 

3少子高齢化の状況と労働力問題について理解し、説明できるようになる。 

4社会保障制度の沿革と今後の方向性について理解し、説明できるようになる。 

5５種類の社会保険（年金・医療・介護・雇用・労災）について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

数回、講義内容の中で重要なテーマにつき、1000字程度のレポートを課し、採点し返却する。 

事前・事後学習の提出についても、採点・返却をする。 

授業進行のなかで120分以上をとり項目を選ぶグループ学習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

喜多村悦史（科目責任者）作成のオリジナル教科書。今回から出版社の協力を得られる見込みであり、現

在（11月 11日）は現行の最終確認と署名等の最終確認をしている状況。通信課程を含め、2020年度から

使用。 

 

【参考書】 

『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』『教職科目要説（初等教育編・中等教育編）』． 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1および 2を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

・復習をし、疑問を次回に質問し、次回の予定の項目につき、一覧しておくこと。 

・授業態度の悪い学生（おしゃべり、授業をぬけ出る、教科書持参せずなど）はチェックし、評価にカウ

ントする。 

13．オフィスアワー 授業前と授業後に行う。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

【社会保障制度の概要、社会手当制度】 

社会保障の体系、機能、方法 

公的扶助と社会手当 

学習の確認 

事前学習 
教科書第 1回部分を精読し、原則 A4用紙（表）
にまとめ、提出する。 

事後学習 
第 1 回部分をまとめ（不明な部分は次回に質問）

A4（裏）で、提出。 

第２回 

【社会保障制度の概要、社会手当制度】 

社会保障の体系、機能、方法 

公的扶助と社会手当 

学習の確認 

事前学習 第 2回部分を精読し、用紙（表）にまとめる。 

事後学習 第 2回部分をまとめ、用紙（裏）、提出。 

第３回 

【社会保障制度の運営と財源】 

社会保障の実施体制 

社会保障の財政 

学習の確認 

事前学習 第 3回部分を精読し、用紙（表）にまとめる。 

事後学習 第 3回部分をまとめ、用紙（裏）、提出。 

第４回 

【社会保障制度の運営と財源】 

社会保障の実施体制 

社会保障の財政 

学習の確認 

事前学習 第 4回部分を精読し用紙にまとめる。 

事後学習 第 4回部分を精読し用紙にまとめ提出。 

第５回 

【少子高齢社会と社会保障】 

人口問題 

労働環境の変化 

学習の確認 

事前学習 第 5回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 5回部分をまとめ、提出。 

  



 

 

 

第６回 

【少子高齢社会と社会保障】 

人口問題 

労働環境の変化 

学習の確認 

事前学習 第 6回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 6回部分をまとめ、提出。 

第７回 

【社会保障制度の発達】 

国際的な社会保障の流れ 

日本の社会保障の発展 

学習の確認 

事前学習 第 7回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 7回部分をまとめ、提出。 

第８回 

【社会保障制度の発達】 

国際的な社会保障の流れ 

日本の社会保障の発展 

学習の確認 

事前学習 第 8回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 8回部分をまとめ、提出。 

第９回 

【年金保険制度の概要と沿革】 

年金保険制度の概要 

年金保険制度の沿革 

学習の確認 

事前学習 第 9回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 9回部分をまとめ、提出。 

第１０回 

【年金保険制度の概要と沿革】 

年金保険制度の概要 

年金保険制度の沿革 

学習の確認 

事前学習 第 10回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 10回部分をまとめ、提出。 

第１１回 

【国民年金（基礎年金）制度】 

国民年金制度 

国民年金基金 

学習の確認 

事前学習 第 11回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 11回部分をまとめ、提出。 

第１２回 

【国民年金（基礎年金）制度】 

国民年金制度 

国民年金基金 

学習の確認 

事前学習 第 12回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 12回部分をまとめ、提出。 

第１３回 

【厚生年金保険制度】 

厚生年金保険 

共済年金 

学習の確認 

事前学習 第 13回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 13回部分をまとめ、提出。 

第１４回 

【厚生年金保険制度】 

厚生年金保険 

共済年金 

学習の確認 

事前学習 第 14回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 14回部分をまとめ、提出。 

第１５回 

【医療保険制度の概要と沿革】 

医療保険制度の概要 

医療保険制度の沿革 

学習の確認 

事前学習 第 15回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 15回部分をまとめ、提出。 

第１６回 

【医療保険制度の概要と沿革】 

医療保険制度の概要 

医療保険制度の沿革 

学習の確認 

事前学習 第 16回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 16回部分をまとめ、提出。 

第１７回 

【健康保険制度】 

健康保険の概要 

健康保険の給付 

学習の確認 

事前学習 第 17回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 17回部分をまとめ、提出。 

第１８回 

【健康保険制度】 

健康保険の概要 

健康保険の給付 

学習の確認 

事前学習 第 18回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 18回部分をまとめ、提出。 

第１９回 

【国民健康保険制度・高齢者医療制度】 

国民健康保険の概要 

高齢者医療制度 

その他の公的医療保険制度 

学習の確認 

事前学習 第 19回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 19回部分をまとめ、提出。 

第２０回 

【国民健康保険制度・高齢者医療制度】 

国民健康保険の概要 

高齢者医療制度 

その他の公的医療保険制度 

学習の確認 

事前学習 第 20回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 20回部分をまとめ、提出。 

第２１回 

【介護保険制度】 

介護保険制度の概要 

介護保険の改正 

学習の確認 

事前学習 第 21回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 21回部分をまとめ、提出。 

  



 

 

第２２回 

【介護保険制度】 

介護保険制度の概要 

介護保険の改正 

学習の確認 

事前学習 第 22回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 22回部分をまとめ、提出。 

第２3回 

【諸外国の社会保障制度】 

社会保障の類型 

主要国の年金制度 

主要国の医療保障 

社会保障の国際化 

学習の確認 

事前学習 第 23回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 23回部分をまとめ、提出。 

第２4回 

【諸外国の社会保障制度】 

社会保障の類型 

主要国の年金制度 

主要国の医療保障 

社会保障の国際化 

学習の確認 

事前学習 第 24回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 24回部分をまとめ、提出。 

第２5回 

【保険の意義、企業年金と社会保障の直近の動き】 

民間保険と社会保障 

企業年金 

社会保障をめぐる直近のトピックス 

学習の確認 

【授業評価】 

事前学習 第 25回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 25回部分をまとめ、提出。 

第 26回 

【保険の意義、企業年金と社会保障の直近の動き】 

民間保険と社会保障 

企業年金 

社会保障をめぐる直近のトピックス 

学習の確認 

【授業評価】 

事前学習 第 26回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 26回部分をまとめ、提出。 

課題研究 

1 

課題内容：雇用継続給付について述べよ（手書き、1500字程度） 

提出期限：授業内で提示する 

実施時期：授業内で伝達する 

事後学習：レポートを作成するうえで授業の振り返りを行う。 

課題研究 

2 

課題内容：高齢求職者給付について述べ、感想も述べよ（手書き、2000字程度） 

提出期限：授業内で提示する 

実施時期：授業内で伝達する 

事後学習：レポートを作成するうえで授業の振り返りを行う 

課題研究 

3 

課題内容：労災保険について述べよ（手書き、1500字） 

提出期限：授業内で提示する 

実施時期：授業内で伝達する 

事後学習：レポートを作成するうえで授業の振り返りを行う 

課題研究 

4 

課題内容：労災保険について関するところを述べよ（手書き、1500字） 

提出期限：授業内で提示する 

実施時期：授業内で伝達する 

事後学習：レポートを作成するうえで授業の振り返りを行う 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会保障論 （4単位） 

３．科目番号 

SSMP2105 

SCMP2105 

SBMP2105 

PSMP2405 
２．授業担当教員 藤田 伍一 

４．授業形態 講義、学生発表、グループディスカッション、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、社会保障を構成している年金、医療、介護、雇用、労災保険を中心に、各制度の沿革にまで

さかのぼり、理論的に解説する。そのことにより社会福祉の現場で働く場合に必要となる社会保障に関する

専門的かつ正確な知識を体得する。 

社会保障の理念や範囲、期待する社会保障の機能などは国によって異なっており、その相違が主に市場経

済の構造や社会的慣行にあるとすれば、今後、わが国が豊かな社会保障を構築するためにどのような条件整

備を進めていくべきかを探っていく必要がある。 

シラバスに即して進行するので、学生は事前事後の家庭学習と組み合わせて、毎週確実に単元の内容を習

得していくことになる。主体的自発的学習促進の観点から、授業時にはグループ討議や発表を組み入れる。 

８．学習目標 

1社会保障制度の体系、機能について理解し、説明できるようになる。 

2社会保障給付に関する費用の使途と財源について理解し、説明できるようになる。 

3少子高齢化の状況と労働力問題について理解し、説明できるようになる。 

4社会保障制度の沿革と今後の方向性について理解し、説明できるようになる。 

5５種類の社会保険（年金・医療・介護・雇用・労災）について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 各回の教科書の内容について、授業までに予習していることを前提に授業を進める。 

2. 授業中に、指定したテーマについてのグループ発表を行ってもらうので、その準備が必要である。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

喜多村悦史『身につく 役立つ 社会保障』中央法規、2020 年 

【参考書】 

『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』『教職科目要説（初等教育編・中等教育編）』． 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1 および 2 を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 授業内容は一般的にレベルが高いので、常に緊張感と集中力をもって受講すること。 

２ 思考力、創造力、問題解決能力を高めるためにも、積極的な態度で授業に臨むこと。 

３ 私語は厳禁である。携帯電話の操作もしないこと。 

４ 授業が始まってからは、勝手に退室しないこと。退室には必ず許可をとること。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

第２回 

社会保障の体系、機能、方法 

公的扶助と社会手当 

事前学習 
テキストの該当部分（第 1章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会保障にはどのような制度が含まれるかに
ついて、説明できるようにしておくこと。 

第３回 

第４回 

社会保障の財政 

国民負担率・政府財政 

事前学習 
テキストの該当部分（第 2章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会保障給付費の内容について、説明できる

ようにしておくこと。 

第５回 

第６回 

人口問題 

労働環境の変化 

事前学習 
テキストの該当部分（第 3章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会の変化が社会保障制度に与える影響につ
いて、説明できるようにしておくこと。 

第７回 

第８回 

世界の社会保障の歴史 

日本の社会保障の歴史 

事前学習 
テキストの該当部分（第 4章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
日本の社会保障制度の形成過程について、背
景も含めて説明できるようにしておくこと。 

第９回 

第 10回 

国民年金の加入と保険料 

国民年金（基礎年金）の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 6章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
基礎年金の給付内容について、説明できるよ

うにしておくこと。 

第 11回 

第 12回 

厚生年金の適用と保険料 

厚生年金の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 7章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
厚生年金の給付内容について、説明できるよ
うにしておくこと。 



 

 

 

第 13回 

第 14回 

医療保険の概要 

医療保険の沿革 

事前学習 
テキストの該当部分（第 8章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
加入する医療保険制度の違いについて、説明
できるようにしておくこと。 

第 15回 

第 16回 

健康保険の適用と保険料 

健康保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 9章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
健康保険の給付内容について、説明できるよ

うにしておくこと。 

第 17回 

第 18回 

国民健康保険 

高齢者の医療制度 

事前学習 
テキストの該当部分（第 10章）を読んでおく

こと。 

事後学習 
後期高齢者医療制度が実施された背景につい
て、説明できるようにしておくこと。 

第 19回 

第 20回 

介護保険制度の概要 

介護保険の制度改正 

事前学習 
テキストの該当部分（第 11章）を読んでおく

こと。 

事後学習 
「地域包括ケアシステム」について、説明でき
るようにしておくこと。 

第 21回 

第 22回 

雇用保険の適用と保険料 

雇用保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 12章）を読んでおく

こと。 

事後学習 
基本手当について、説明できるようにしてお

くこと。 

第 23回 

第 24回 

労災保険の適用と保険料 

労災保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 13章）を読んでおく

こと。 

事後学習 
労災保険の保険料の特徴について、説明でき
るようにしておくこと。 

第 25回 

第 26回 

諸外国の社会保障①年金 

諸外国の社会保障②医療・介護 

事前学習 
テキストの該当部分（第 14章）を読んでおく

こと。 

事後学習 
他国と比較した日本の社会保障制度の特徴に
ついて、説明できるようにしておくこと。 

課題研究

１ 

国民年金と厚生年金保険の被保険者（加入者）の違いについて、説明しなさい。 

実施時期：第 8回授業にて出題する。字数は 1000～1200字（参考文献含む）。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第 9回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

課題研究

２ 

マクロ経済スライドとは何かを説明した上で、2020（令和２）年度の年金額改定でマクロ経済スライドがどのように適

用されたかを述べなさい。 

実施時期：第 8回授業にて出題する。字数は 1000～1200字（参考文献含む）。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第 9回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

課題研究

３ 

民間保険と社会保険の違いについて 2点以上、具体的な保険の例を挙げながら説明しなさい。 

実施時期：第 26回授業にて出題する。字数は 1000～1200字（参考文献含む）。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第 27回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

課題研究

４ 

2つの種類の確定拠出年金の違いについて説明した上で、なぜ近年個人型確定拠出年金の対象者が拡大されたのか、そ

の背景について考察しなさい。 

実施時期：第 26回授業にて出題する。字数は 1000～1200字（参考文献含む）。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第 27回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会保障論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP2105 

PSMP2405 
２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義、学生発表、グループディスカッション、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、社会保障を構成している年金、医療、介護、雇用、労災保険を中心に、各制度の沿革にまで

さかのぼり、理論的に解説する。そのことにより社会福祉の現場で働く場合に必要となる社会保障に関する

専門的かつ正確な知識を体得する。 

社会保障の理念や範囲、期待する社会保障の機能などは国によって異なっており、その相違が主に市場経

済の構造や社会的慣行にあるとすれば、今後、わが国が豊かな社会保障を構築するためにどのような条件整

備を進めていくべきかを探っていく必要がある。 

シラバスに即して進行するので、学生は事前事後の家庭学習と組み合わせて、毎週確実に単元の内容を習

得していくことになる。主体的自発的学習促進の観点から、授業時にはグループ討議や発表を組み入れる。 

８．学習目標 

1社会保障制度の体系、機能について理解し、説明できるようになる。 

2社会保障給付に関する費用の使途と財源について理解し、説明できるようになる。 

3少子高齢化の状況と労働力問題について理解し、説明できるようになる。 

4社会保障制度の沿革と今後の方向性について理解し、説明できるようになる。 

5５種類の社会保険（年金・医療・介護・雇用・労災）について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

. 各回の教科書の内容について、授業までに予習していることを前提に授業を進める。 

2. 授業中に、指定したテーマについてのグループ発表を行ってもらうので、その準備が必要である。 

3. 学期中に確認テストのまとめを２回行い、最後に期末試験を行う予定である。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

喜多村悦史（科目責任者）作成のオリジナル教科書。今回から出版社の協力を得られる見込みであり、現在

（11 月 11 日）は現行の最終確認と署名等の最終確認をしている状況。通信課程を含め、2020 年度から使用。 

 

【参考書】 

『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』『教職科目要説（初等教育編・中等教育編）』． 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1 および 2 を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 授業内容は一般的にレベルが高いので、常に緊張感と集中力をもって受講すること。 

２ 思考力、創造力、問題解決能力を高めるためにも、積極的な態度で授業に臨むこと。 

３ 私語は厳禁である。携帯電話の操作もしないこと。 

４ 授業が始まってからは、勝手に退室しないこと。退室には必ず許可をとること。 

13．オフィスアワー 
別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
社会保障の体系、機能、方法 

公的扶助と社会手当 

事前学習 
テキストの該当部分（第 1 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会保障にはどのような制度が含まれるかにつ

いて、説明できるようにしておくこと。 

第２回 
社会保障の体系、機能、方法 

公的扶助と社会手当 

事前学習 
テキストの該当部分（第 1 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会保障にはどのような制度が含まれるかにつ
いて、説明できるようにしておくこと。 

第３回 
社会保障の財政 

国民負担率・政府財政 

事前学習 
テキストの該当部分（第 2 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会保障給付費の内容について、説明できるよ
うにしておくこと。 

第４回 
社会保障の財政 

国民負担率・政府財政 

事前学習 
テキストの該当部分（第 2 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会保障給付費の内容について、説明できるよ

うにしておくこと。 

第５回 
人口問題 

労働環境の変化 

事前学習 
テキストの該当部分（第 3 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会の変化が社会保障制度に与える影響につい
て、説明できるようにしておくこと。 

  



 

 

 

第６回 
人口問題 

労働環境の変化 

事前学習 
テキストの該当部分（第 3 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会の変化が社会保障制度に与える影響につい
て、説明できるようにしておくこと。 

第７回 
世界の社会保障の歴史 

日本の社会保障の歴史 

事前学習 
テキストの該当部分（第 4 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
日本の社会保障制度の形成過程について、背景

も含めて説明できるようにしておくこと。 

第８回 
世界の社会保障の歴史 

日本の社会保障の歴史 

事前学習 
テキストの該当部分（第 4 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
日本の社会保障制度の形成過程について、背景
も含めて説明できるようにしておくこと。 

第９回 
年金保険の概要 

年金保険の沿革 

事前学習 
テキストの該当部分（第 5 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
2 階建ての公的年金制度について、説明できる
ようにしておくこと。 

第１０回 
年金保険の概要 

年金保険の沿革 

事前学習 
テキストの該当部分（第 5 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
2 階建ての公的年金制度について、説明できる

ようにしておくこと。 

第１１回 
国民年金の加入と保険料 

国民年金（基礎年金）の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 6 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
基礎年金の給付内容について、説明できるよう
にしておくこと。 

第１２回 
国民年金の加入と保険料 

国民年金（基礎年金）の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 6 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
基礎年金の給付内容について、説明できるよう
にしておくこと。 

第１３回 
厚生年金の適用と保険料 

厚生年金の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 7 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
厚生年金の給付内容について、説明できるよう

にしておくこと。 

第１４回 
厚生年金の適用と保険料 

厚生年金の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 7 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
厚生年金の給付内容について、説明できるよう
にしておくこと。 

第１５回 
医療保険の概要 

医療保険の沿革 

事前学習 
テキストの該当部分（第 8 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
加入する医療保険制度の違いについて、説明で
きるようにしておくこと。 

第１６回 
医療保険の概要 

医療保険の沿革 

事前学習 
テキストの該当部分（第 8 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
加入する医療保険制度の違いについて、説明で

きるようにしておくこと。 

第１７回 
健康保険の適用と保険料 

健康保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 9 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
健康保険の給付内容について、説明できるよう
にしておくこと。 

第１８回 
健康保険の適用と保険料 

健康保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 9 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
健康保険の給付内容について、説明できるよう
にしておくこと。 

第１９回 
国民健康保険 

高齢者の医療制度 

事前学習 
テキストの該当部分（第 10週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
後期高齢者医療制度が実施された背景につい

て、説明できるようにしておくこと。 

第２０回 
国民健康保険 

高齢者の医療制度 

事前学習 
テキストの該当部分（第 10週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
後期高齢者医療制度が実施された背景につい
て、説明できるようにしておくこと。 

第２１回 
介護保険制度の概要 

介護保険の制度改正 

事前学習 
テキストの該当部分（第 11週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
「地域包括ケアシステム」について、説明でき
るようにしておくこと。 

第２２回 
介護保険制度の概要 

介護保険の制度改正 

事前学習 
テキストの該当部分（第 11週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
「地域包括ケアシステム」について、説明でき

るようにしておくこと。 

  



 

 

第２３回 
雇用保険の適用と保険料 

雇用保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 12週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
基本手当について、説明できるようにしておく

こと。 

第２４回 
雇用保険の適用と保険料 

雇用保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 12週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
基本手当について、説明できるようにしておく
こと。 

第２５回 
労災保険の適用と保険料 

労災保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 13週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
労災保険の保険料の特徴について、説明できる
ようにしておくこと。 

第２６回 
労災保険の適用と保険料 

労災保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 13週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
労災保険の保険料の特徴について、説明できる

ようにしておくこと。 

事後学習 
社会保障制度がある社会における民間保険の役

割について、説明できるようにしておくこと。 

課題研究 

1 

テーマ：第 1 回～第 4 回の講義内容を踏まえ、「新型コロナウィルスと生活保護」についてレポートにまとめなさい。

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1600 字程度）  

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始前に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に行う。 

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

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

課題研究 

2 

テーマ：第 9 回～第 14 回の講義内容を踏まえ、「公的年金と生活保障」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1600 字程度）  

実施時期：第 14 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 15 回の授業開始前に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 17 回授業終了後に行う。 

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

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

課題研究 

3 

テーマ：第 21 回～第 22 回の講義内容を踏まえ、「医療保険の課題」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1600 字程度）  

実施時期：第 22 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23 回の授業開始前に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 25 回授業終了後に行う。 

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

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

課題研究 

4 

テーマ：第 23 回～第 24 回の講義内容を踏まえ、「新型コロナウィルスと失業、雇用保険」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1600 字程度）  

実施時期：第 24 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 25 回の授業開始前に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26 回授業終了後に行う。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会保障論 （4単位） 

３．科目番号 SBMP2105 

２．授業担当教員 飯島 裕子 

４．授業形態 講義、学生発表、グループディスカッション、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

本科目では、社会保障を構成している年金、医療、介護、雇用、労災保険を中心に、各制度の沿革にま

でさかのぼり、理論的に解説する。そのことにより社会福祉の現場で働く場合に必要となる社会保障に関

する専門的かつ正確な知識を体得する。 

社会保障の理念や範囲、期待する社会保障の機能などは国によって異なっており、その相違が主に市場

経済の構造や社会的慣行にあるとすれば、今後、わが国が豊かな社会保障を構築するためにどのような条

件整備を進めていくべきかを探っていく必要がある。 

シラバスに即して進行するので、学生は事前事後の家庭学習と組み合わせて、毎週確実に単元の内容を

習得していくことになる。主体的自発的学習促進の観点から、授業時にはグループ討議や発表を組み入れ

る。 

８．学習目標 

1社会保障制度の体系、機能について理解し、説明できるようになる。 

2社会保障給付に関する費用の使途と財源について理解し、説明できるようになる。 

3少子高齢化の状況と労働力問題について理解し、説明できるようになる。 

4社会保障制度の沿革と今後の方向性について理解し、説明できるようになる。 

5５種類の社会保険（年金・医療・介護・雇用・労災）について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1．各回の教科書の内容について、授業までに予習していることを前提に授業を進める。 

2．授業内でミニテストを実施する。ミニテストは成績評価に大きく関わるため、欠席せずに臨むこと。 

3．授業中に、指定したテーマについてのグループ発表を行ってもらうので、その準備が必要である。 

4．ディスカッションの時間を随時設ける。積極的な参加を心がけること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

喜多村悦史（科目責任者）作成のオリジナル教科書。今回から出版社の協力を得られる見込みであり、現

在（11月 11日）は現行の最終確認と署名等の最終確認をしている状況。通信課程を含め、2020年度から

使用。 

 

【参考書】 

『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』『教職科目要説（初等教育編・中等教育編）』． 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1および 2を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業では馴染みの薄い専門用語も多く出てくるため、わからない言葉、用語等は事前に調べ、授業に望

むようにすること。 

2．私語は厳禁。携帯電話の操作もしないこと。 

3．授業が始まってからは、勝手に退室しないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 社会保障の体系、機能、方法 

事前学習 
テキストの該当部分（第 1 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会保障にはどのような制度が含まれるかにつ

いて、説明できるようにしておくこと。 

第２回 公的扶助と社会手当 

事前学習 
テキストの該当部分（第 1 週）のキーワードを
調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
社会保障にはどのような制度が含まれるかにつ
いて、説明できるようにしておくこと。 

第 3回 人口問題 

事前学習 
テキストの該当部分（第 3 週）を読んでおくこ
と。 

事後学習 
社会の変化が社会保障制度に与える影響につい
て、説明できるようにしておくこと。 

第 4回 労働環境の変化 

事前学習 
テキストの該当部分（第３週）のキーワードを

調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
社会の変化が社会保障制度に与える影響につい

て、説明できるようにしておくこと。 

  



 

 

 

第 5回 世界の社会保障の歴史 

事前学習 
テキストの該当部分（第 4 週）を読んでおくこ
と。 

事後学習 
日本の社会保障制度の形成過程について、概要
をつかんでおくこと。 

第 6回 日本の社会保障の歴史 

事前学習 
テキストの該当部分（第４週）のキーワードを

調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
日本の社会保障制度の形成過程について、概要

をつかんでおくこと。 

第７回 年金保険の概要 

事前学習 
テキストの該当部分（第 5 週）を読んでおくこ
と。 

事後学習 
2 階建ての公的年金制度について、説明できる
ようにしておくこと。 

第８回 年金保険の沿革 

事前学習 
テキストの該当部分（第５週）のキーワードを
調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
2 階建ての公的年金制度について、説明できる
ようにしておくこと。 

第９回 国民年金の加入と保険料 

事前学習 
テキストの該当部分（第 6 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
基礎年金の給付内容について、説明できるよう

にしておくこと。 

第１０回 国民年金（基礎年金）の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第６週）のキーワードを
調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
基礎年金の給付内容について、説明できるよう
にしておくこと。 

第１１回 厚生年金の適用と保険料 

事前学習 
テキストの該当部分（第 7 週）を読んでおくこ
と。 

事後学習 
厚生年金の給付内容について、説明できるよう
にしておくこと。 

第１２回 厚生年金の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第７週）のキーワードを

調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
厚生年金の給付内容について、説明できるよう

にしておくこと。 

第１３回 医療保険の概要 

事前学習 
テキストの該当部分（第 8 週）を読んでおくこ
と。 

事後学習 
加入する医療保険制度の違いについて、説明で
きるようにしておくこと。 

第１４回 医療保険の沿革 

事前学習 
テキストの該当部分（第８週）のキーワードを
調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
加入する医療保険制度の違いについて、説明で
きるようにしておくこと。 

第１５回 健康保険の適用と保険料 

事前学習 
テキストの該当部分（第 9 週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
健康保険の給付内容について、説明できるよう

にしておくこと。 

第１６回 健康保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第９週）のキーワードを
調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
健康保険の給付内容について、説明できるよう
にしておくこと。 

第１７回 国民健康保険 

事前学習 
テキストの該当部分（第 10週）を読んでおくこ
と。 

事後学習 
後期高齢者医療制度が実施された背景につい
て、説明できるようにしておくこと。 

第１８回 高齢者の医療制度 

事前学習 
テキストの該当部分（第 10週）のキーワードを

調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
後期高齢者医療制度が実施された背景につい

て、説明できるようにしておくこと。 

第１９回 諸外国の年金制度 

事前学習 
テキストの該当部分（第 14週）を読んでおくこ
と。 

事後学習 
他国と比較した日本の社会保障制度の特徴につ
いて、説明できるようにしておくこと。 

第２０回 諸外国の医療保険制度 

事前学習 
テキストの該当部分（第 14週）のキーワードを
調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
他国と比較した日本の社会保障制度の特徴につ
いて、説明できるようにしておくこと。 

  



 

 

第２１回 介護保険制度の概要 

事前学習 
テキストの該当部分（第 11週）を読んでおくこ
と。 

事後学習 
「地域包括ケアシステム」について、説明でき

るようにしておくこと。 

第２２回 介護保険の制度改正 

事前学習 
テキストの該当部分（第 11週）のキーワードを

調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
「地域包括ケアシステム」について、説明でき
るようにしておくこと。 

第２３回 雇用保険の適用と保険料 

事前学習 
テキストの該当部分（第 12週）を読んでおくこ
と。 

事後学習 
雇用保険の概要について説明できるようにして
おくこと。 

第２４回 雇用保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 12週）のキーワードを
調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
雇用保険の概要について説明できるようにして

おくこと。 

第２５回 労災保険の適用と保険料 

事前学習 
テキストの該当部分（第 13週）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
労災保険の保険料の特徴について、説明できる
ようにしておくこと。 

第２６回 労災保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 13週）のキーワードを
調べ、確認しておくこと。 

事後学習 
労災保険の保険料の特徴について、説明できる
ようにしておくこと。 

課題研究 

1 

キーワード学習１：「年金保険制度」について 授業中に示した社会保障に関するキーワードについて学習し、具体的
に理解し、表現すること。具体的事例や問題点についても整理すること。（1000字程度） 

実施時期：第６回授業後 

提出期限：第８回授業開始時。第１０回授業にて添削、解説を行う。 

事後課題：誤ったところ、理解が不足していたところを確認する。 

課題研究 

2 

キーワード学習２：「年金制度」について 授業中に示した社会保障に関するキーワードについて学習し、具体的に理

解し、表現すること。具体的事例や問題点についても整理すること。（1000字程度） 

実施時期：第 1２回授業後 

提出期限：第 1４回授業開始時。第 16回授業にて添削、解説を行う。 

事後課題：誤ったところ、理解が不足していたところを確認する。 

課題研究 

3 

キーワード学習３：「医療保険制度」について 授業中に示した社会保障に関するキーワードについて学習し、具体的

に理解し、表現すること。具体的事例や問題点についても整理すること。（1000字程度） 

実施時期：第 20回授業後 

提出期限：第 22回授業開始時。第 2４回授業にて添削、解説を行う。 

事後課題：誤ったところ、理解が不足していたところを確認する。 

課題研究 

4 

キーワード学習４：「介護保険制度」について 授業中に示した社会保障に関するキーワードについて学習し、具体的
に理解し、表現すること。具体的事例や問題点についても整理すること。（1000字程度） 

実施時期：第 22回授業後 

提出期限：第 2４回授業開始時。第 26回授業にて添削、解説を行う。 

事後課題：誤ったところ、理解が不足していたところを確認する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 就労支援 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3102 

SCMP3302 

SBMP3302 

SPMP3302 
２．授業担当教員 大嶋 泰子 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士が行う相談援助業務の一部として位置づけられる就労支援は、福祉サービスの利用者として位

置づけられてきた人々が広い意味での「就労」を通して自立や社会参加を実現していくための支援として重
要性を増している。 

この授業では、テキストを使用して就労支援に係る関係法規や制度、就労支援に関わる組織・団体や専門

職についての知識を習得する。 

就労支援に関する基本的な内容を理解したうえで、就労支援が実際にどのように行われているのかを具体
的な事例をもとに学習し、応用力を養っていく。 

８．学習目標 

1. 就労支援が求められる背景について理解し、説明することができる。 

2. 労働施策の概要について理解し、説明することができる。 

3. 就労支援制度について理解し、説明することができる。 

4. 就労支援に係る組織・団体及び専門職について理解し、説明することができる。 

5. 就労支援における支援のプロセスについて理解し、説明することができる。 

6. 就労支援を行ううえで社会福祉専門職に求められる価値観、視点、態度について理解し、自分の言葉でま 

とめることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：「障害者の就労支援の現状と今後の課題について記述しなさい」 

       就労支援の現状を理解することにより、多くの課題について考察する。 

アサイメント：「これからの就労支援と社会福祉士の役割」について考察し、提出シートに記述する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『新・社会福祉士養成講座第 18 巻 就労支援サービス（第 4 版）』中央法規、2016。 

この他、必要に応じて参考資料等を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

8 の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1. 論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2. 発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1 および 2 を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

・就労支援サービスは、障害者をはじめ低所得者から母子家庭の母親、高齢者、ホームレスなどの職業的自

立が国家課題となっており、当事者への相談援助、地域の就労サポートシステムの構築など、実際の就労の

現場において福祉専門職が果たしていく役割は重要です。自身の就職にあたっても有益であると思われます。

どのような就労支援が望ましいか、ぜひ提言してください。 

・本講義は社会福祉士国家試験科目であり、国家試験に通用するべくレベルアップを図ってください。 

・授業を妨げる私語、携帯メールの使用を禁止します。違反者は授業態度で減点の対象となります。 

・レポート等の提出期限を守ってください。提出期限に遅れた場合は、正当な理由がない限り減点します。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間ならいつでも。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要、就労支援の学び

方等について説明する）、働くことの意味と社会福

祉士の役割 

事前学習 自分自身の「働くこと」の意義をノートに記述する。 

事後学習 
社会福祉士と就労支援についての考察をノートに記

述する。 

第２回 
雇用・就労の動向と施策―労働市場の変化、労働

法規、就労支援にかかる主な法律 

事前学習 教科書 pp.2～32を読みこむ。 

事後学習 
就労支援に関する法律の概要について、プリントに

記載する。 

第３回 
障害者雇用施策における就労支援, 

障害者と就労支援 

事前学習 教科書 pp.33～72を読み込む。 

事後学習 障害者の雇用施策の要点をノートにまとめる。 

第４回 
障害者の就労支援―民間の取り組み・諸外国の取

り組み 小テスト 

事前学習 教科書 pp.73～88を読み込む。 

事後学習 居住地の民間の取り組みについて調査。 

第５回 障害者の就労支援の事例検討 

事前学習 小テストの勉強 

事後学習 
障害者の就労支援の事例について、考察をノートに

まとめる。 

第６回 
低所得者等にかかる就労支援―生活保護における

就労支援、母子世帯への就労支援 

事前学習 教科書 pp.90～122を読み込む。 

事後学習 
低所得者等にかかる就労支援についての考察をノー

トに記述する。 

  



 

 

第７回 
低所得者への就労支援―ホームレスへの就労

支援、小テスト 

事前学習 教科書 pp.123～136を読み込む。 

事後学習 
ホームレスへの就労支援について要点をノートにま

とめる。 

第８回 障害者福祉施策における専門職の役割 

事前学習 教科書 pp.138～148を読み込む。 

事後学習 
低所得者への就労支援の事例についての考察をノー

トにまとめる。 

第９回 
低所得者の就労支援における専門職の役割,そ

の他の就労支援の従事者 

事前学習 教科書 pp.149～156を読み込む。 

事後学習 
低所得者の就労支援における専門職の役割の要点を

ノートにまとめる。 

第１０回 就労支援の連携と実際、 
事前学習 教科書 pp.158～166を読み込む。 

事後学習 連携の過程について、ノートにまとめる。 

第１１回 連携の実際の事例検討  
事前学習 教科書 pp.167～178を読み込む。 

事後学習 事例検討から考察をノートに記述する。 

第１２回 
さまざまな働き方の支援―社会福祉士に求め

られる役割 

事前学習 
新聞、文献、インターネット等で、就労支援の事例

を検索し、資料を準備しておく。 

事後学習 
今後社会福祉士に求められる役割について考察し、

提出期限にまとめる。 

第１３回 全体のまとめ 
事前学習 

「就労支援」で学んだこと、課題についてノートに

記述しておく。 

事後学習 国試過去問等で理解度を深める。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回～第２回の講義内容を踏まえて、「労働基準法」「労働契約法」の要点をレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A41枚（1,000字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回授業内で教室において行う。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 6 回～第 7 回の講義内容を踏まえて、「低所得者に係る就労支援の現状と課題」について、レポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A41枚（1,000字程度） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業内で教室において行う。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 授業研究（総合学習を含む） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3297 

２．授業担当教員 攪上 哲夫 

４．授業形態 講義・グループ協議・発表・レポート作成など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この講義は、「小学校で実践されている授業についての研究」と「総合的な学習の時間」の内容について学

習を深める。 
小学校での教育が目指す方向性について学習指導要領の趣旨や目指すべき学力観について正しく理解する

とともにより良い授業を目指すために「評価」という観点から考察検討していく。 

小学校教育の基本は「授業」であり、授業にかかわる児童の姿や教師の教材研究などについて授業実践例
を基にして考えを深めたいと考えている。 
さらに「総合的な学習の時間」に関しても、その内容や具体的な事例などを踏まえて、「総合的な学習の時

間」の進め方などを踏まえて実践する。 

８．学習目標 

(1)学習指導要領の趣旨や内容を理解する。 
(2)目指すべき学力観について理解する。 

(3)授業の評価の実際について理解する。 
(4)「総合的な学習の時間」の趣旨、内容を理解し、主体的に学ぶ総合的な学習の時間の流れを、実践を通し
て理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業において以下のテーマを取り上げるが、参考文献よりさらに詳細に考察し 2000字程度のレポートを作成 

すること。 

<課題レポート> 

１.「反省的授業」とは何か、「技術的実践」と対比させながら述べなさい。（課題レポート①） 

２.授業研究の歴史と現在について述べなさい。（課題レポート②） 

<小レポート等> 

授業進度に応じて学習指導案、模擬授業振り返りカード、小レポートを課す。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

稲垣忠彦・佐藤学著『子どもと教育 授業研究入門』岩波書店、2013。 

【参考書】 

田中耕治編『よくわかる授業論』ミネルヴァ書房、2007。 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 

課題に即したプリントを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 授業研究の理論や方法について理解し、授業の改善・充実について自らの考えを深めることができる。 

２ 教材研究や模擬授業等を通して、実践的に授業研究を進める基礎を身に付けることができる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（模擬授業を含む）        総合点の４０％ 

２ 課題レポート                     総合点の４０％ 

３ 期末テスト                     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

学校教育は、子どもの人格形成を培う場であり、「授業」はその中心的要素といえます。近年、学習指導の

方法等について、中央教育審議会から答申が出され、それに向けた新しい学習指導要領が改訂されようとし

ています。こうした教育の変化に対応していくことは重要ですが、基本的に児童とどう向き合っていくか、

単なる授業テクニックを取得するだけでなく、教師の授業姿勢などについて、ともに考えていきたいと思い

ます。「うまい授業」を心掛けるのでなく、「自分なりの授業」をまずは創造していきましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
テキスト「プロローグ 教師としての証を求めて①」

を読み、授業に苦悩する教師の現実について考える。 

事前学習 
授業研究入門」（pp.1～11）を読み、苦悩する教

師について予備知識を持つ。 

事後学習 
小学校で習った国語科教材の中から、印象に残っ

た作品を再読し、音読の練習をする。 

第２回 

テキスト「プロローグ 教師としての証を求めて②」

の中の「達也」の発言から授業と子ども関係につい

て考察する。 

国語科「音読指導」課題作品より、音読指導の実際につ

いて考える。略案の作成。 

事前学習 授業中に苦戦をしている子どもの事例を集める。 

事後学習 
音読指導の実際について学習指導要領よりまと

める。 

第３回 

テキスト「第１章 授業という実践①授業の三つの

側面」レポーターの発表、質疑を行う。 

国語課題教材、音読模擬授業 

事前学習 
「授業研究入門」（pp.15～22）を読み、授業の三

つの側面について予備知識を持つ。 

事後学習 音読の基礎的技能について振り返る。 

第４回 

テキスト「第１章 授業という実践② 教師と子ど

もの関係を見直す」レポーターの発表、質疑を行う。 

算数科教材「割り算」授業の展開、略案の作成 

事前学習 
「授業研究入門」（pp.23～47）を読み、教師と子

どもの関係について予備知識を持つ。 

事後学習 「等分除・包分除」の意味を再確認する。 



 

 

第５回 

テキスト「第１章 授業という実践③ 出来事へと

開かれること」レポーターの発表、質疑を行う。 

算数科模擬授業「割り算」 

事前学習 
「授業研究入門（pp.48～57）を読み、出来事と

教師の関係について予備知識を持つ。 

事後学習 算数学習の目標を学習指導要領よりまとめる。 

第６回 

テキスト「第１章 授業における省察と反省」レポー

ターの発表、質疑を行う。 

社会科模擬授業 

事前学習 
「授業研究入門」（pp.85～90）を読み、反省的授

業についての予備知識を持つ。 

事後学習 社会科の目標を学習指導要領よりまとめる。 

第７回 

テキスト「第１章 見える実践と見えない実践」レポー

ターの発表、質疑を行う。 

理科教材「観察学習」の進め方 

事前学習 
「授業研究入門」（pp.90～100）を読み、見える

実践と見えない実践について考える。 

事後学習 理科教材「観察学習指導略案」を作成する。 

第８回 

テキスト「第１章 実践的な指導様式とその特徴」レポ

ーターの発表、質疑を行う。 

理科模擬授業 

事前学習 
「授業研究入門」（pp.101～114）を読み、実線的

な思考様式につての予備知識を持つ。 

事後学習 理科の学習の目標を学習指導要領よりまとめる。 

第９回 

テキスト「第２章 授業研究の歴史と現在」①」レポー

ターの発表、質疑を行う。 

「総合的な学習の時間」先進校の取り組みを発表する。 

事前学習 
「授業研究入門」（pp.143～166）を読み、授業研

究の歴史について予備知識を持つ。 

事後学習 
「総合的な学習の時間」の目標を学習指導要領よ

りまとめる。 

第１０回 

テキスト「第２章 授業研究の歴史と現在」②」レポー

ターの発表、質疑を行う。 

「道徳の時間」から「特別の教科 道徳」の意味す

るところとは何か。 

事前学習 
「授業研究入門」（pp.166～183）を読み, 

授業研究の現在についての予備知識を持つ。 

事後学習 
変わりゆく「道徳」について、どのような変化が

起こるのか、レポートをする。 

第１１回 

テキスト「第２章 授業研究をどのように変えていく

か」 

レポーターの発表、質疑を行う。 

「体育科」の指導 小学校運動会の実践 

事前学習 
「授業研究入門」（pp.184～200）を読み,事例研

究をどのように変えていくかの予備知識を持つ。 

事後学習 準備運動「ラジオ体操」模範指導を練習する。 

第１２回 

テキスト「第２章 校内研修」レポーターの発表、質疑

を行う。 

「体育科」模擬授業 

事前学習 
「授業研究入門」（pp.201～237）を読み,校内研

修の予備知識を持つ。 

事後学習 
「体育科」の目標について、学習指導要領よりま

とめる。 

第１３回 
テキスト「エピローグ」を確認する。 

次期学習指導要領の方向を確認する。 

事前学習 
「授業研究入門」（pp.239～250）を読み、著者の

主張をまとめる。 

事後学習 
次期学習指導要領の方向について調べ、まとめ

る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第２回～第５回の講義内容を踏まえて、「教室の時間と空間 教科書 pp.58-74」について要旨をまと

め、考察しなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1.400 字程度）第５回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

題研究テーマ：第２回～第８回の講義内容を踏まえて、「総合的な学習の時間の目標と目標の趣旨についてレポートに

まとめなさい。資料 小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説『総合的な学習の時間編』pp.8-17 

レポート形式：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
障害児教育課程論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3452 

SCMP3452 

SBMP3452 ２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 
講義・演習 
講義による基礎理論の習得に基づき、グループ討議等のアクティブ

ラーニングにより、履習者同士の実践的な学び合いを重視します。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 教育課程とは、学校の教育目標の具現化をめざし、指導内容を総合的に組織した学校の教育計画であり、
指導計画を具体化したものである。特別支援学校においてはその教育目的が学校教育法第 72条において「障

害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること」となっている。
特別支援学校、特別支援学級における教育課程の構成､具体的な指導内容について検討し、学習指導要領に基
づいた教育実践について理解し、指導実践力を高める。 

８．学習目標 

以下に関して学習し理解を深め、指導実践力を高める。 

１．障害に応じた特別支援学校の教育課程について理解し、説明できる。 
２．教科別の指導、領域別の指導内容について理解し、説明できる。 

３．「領域・教科を合わせた指導」の種類や特徴､具体的な指導内容について理解し、説明できる。 
４．「自立活動」の目標及び内容について理解し、個に応じた授業内容等を計画できる。 
５．個別の指導計画、個別の教育支援計画の作成及び活用について理解し、作成する事ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題及び小テストを実施します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編(幼稚部・小学部・中学部)』(平成 30 年 3

月) 

文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部)』（平成 30 年 3 月） 

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

(平成 30 年 3 月) 

【参考書】適宜資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別支援学校の教育課程を理解し、説明できるか。 

２．個別の指導計画、個別の教育支援計画の意義を理解し、説明することができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（総合点の 40％） 

３ 課題レポート・試験（総合点の 30％） 

12．受講生への 

メッセージ 

「教育課程」とは、年間の授業計画のみならず、学校経営に係るすべての教育活動を組み合わせた全体計画

のことを指しています。30 年度から新学習指導要領がスタートし（但し、小学部は令和元年度まで移行期間、

中学部は令和２年度まで移行期間）、特別支援教育の新しい方向性も含め、学校現場の実際を解説します。特

別支援教育の全体像について学んでいきましょう。 

13．オフィスアワー 第 1 回目の講義でお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション  

「教育課程」とは 

事前学習 
「教育課程」について教科書、インターネット

等で調べ、ノートにまとめておく。 

事後学習 「教育課程とは何か」について再確認する。 

第２回 
特別支援教育の教育課程① 

 －準ずる教育とは－ 

事前学習 
「準ずる教育」について考え、教科書、インタ

ーネット等で調べ、ノートにまとめておく。 

事後学習 「準ずる教育」について、その意味をまとめる。 

第３回 
特別支援教育の教育課程③ 

 －新学習指導要領の改訂のポイント－ 

事前学習 
新学習指導要領の改訂について、インターネッ

ト等で調べ、ノートにまとめておく。 

事後学習 
新学習指導要領の改訂について、要点をノート

にまとめておく。 

第４回 
特別支援教育の教育課程④ 

 －各校種・各学部に応じた教育課程－ 

事前学習 
各校種・各学部に応じた教育課程について、教

科書、配付資料、インターネット等で調べる。 

事後学習 
各校種・各学部に応じた教育課程のあり方につ

いてまとめる。 

第５回 
各教科等を合わせて行う指導① 

 －日常生活の指導、遊びの指導－ 

事前学習 
「日常生活の指導」「遊びの指導」について、教

科書、配付資料、インターネット等で調べる。 

事後学習 
「日常生活の指導」「遊びの指導」の具体的な

指導・内容についてまとめる。 

  



 

 

第６回 
各教科等を合わせて行う指導② 

 －生活単元学習－ 

事前学習 
「生活単元学習」について教科書、配付資料、

インターネット等で調べる。 

事後学習 
「生活単元学習」の具体的な指導・内容につい

てまとめる。 

第７回 
各教科等を合わせて行う指導③ 

 －作業学習－ 

事前学習 
「作業学習」について教科書、配付資料、イン

ターネット等で調べる。 

事後学習 
「作業学習」の具体的な指導・内容についてま

とめる。 

第８回 
教科の指導 

 －国語、算数、他－ 

事前学習 
教科の指導「国語、算数、他」について教科書、

配付資料、インターネット等で調べる。 

事後学習 
教科の指導「国語、算数、他」の具体的な指導・

内容についてまとめる。 

第９回 
時間を設けて行う指導 

 －自立活動、道徳科、外国語活動 他－ 

事前学習 

時間を設けて行う指導「自立活動、道徳科、外

国語活動 他」について、教科書、配付資料、

インターネット等で調べる。 

事後学習 

時間を設けて行う指導「自立活動、道徳科、外

国語活動 他」の具体的な指導・内容について

まとめる。 

第１０回 
個別の指導計画、教育支援計画① 

 －アセスメント、保護者の願い、作成－ 

事前学習 
「個別の指導計画・教育支援計画」について教

科書、配付資料、インターネット等で調べる。 

事後学習 
「個別の指導計画・教育支援計画」の作成にお

けるポイントをまとめる。 

第１１回 特別支援学級の教育課程 

事前学習 

特別支援学級と特別支援学校の教育課程の違

いについて、教科書、配付資料、インターネッ

ト等で調べる。 

事後学習 
特別支援学級と特別支援学校の教育課程の違

いについて、要点をまとめる。 

第１２回 交流および共同学習 

事前学習 
「交流および共同学習」について、教科書、配

付資料、インターネット等で調べる。 

事後学習 
「交流および共同学習」のあり方と課題につい

てまとめる。 

第１３回 
まとめ 

 グループワーク 障害児教育の教育課程 

事前学習 
全講義を通じて関心が高かったテーマについ

て、その理由を説明出来るようにする。 

事後学習 
選んだテーマについてレポートを作成し、提出

する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：特別支援学校学習指導要領における教育課程の連続性について（一つの教科を例に）レポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：第 3 回授業後より実施する。 

提出期限：第 8 回授業開始時に提出する。提出後、解説、質疑、意見交換を第 9 回の授業の中で行う。 

事後学習：レポート作成と解説、質疑、意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：個別の指導計画の意義と課題についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：第 10 回授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回授業開始時に提出する。提出後、解説、質疑、意見交換を第 13 回の授業の中で行う。 

事後学習：レポート作成と解説、質疑、意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
障害児教育論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2449 

SCMP2449 

SBMP2449 

SSMP2349 
２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 
講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

リハビリテーションとノーマライゼーションの国際的進展を背景とするインクルーシブ教育に関しては、

わが国でも課題となり、教育制度の大幅な見直しとしてなされようとしている。これをふまえ、以下に関し

て理解を深め学習する。 

①障害児教育のあゆみ 

②障害児・者の状況と我が国の教育制度 

③知的障害者の理解と指導 

④肢体不自由者の理解と指導 

⑤病弱者の理解と指導 

⑥視覚・聴覚障害者の理解と指導 

⑦重度重複障害・ＬＤ等の理解と指導 

⑧教育課程について 

さらに、就学前や就学期はもとより将来の本人の自立・社会参加を念頭に置いた新たな教師の役割を理解す

る。 

８．学習目標 

以下に関して学習し理解を深め、説明することができる。 

１．特別支援教育の基本－障害とは－について 

２．特別支援教育の歴史について 

３．障害児の発達特性と教育方法について 

４．発達障害のある子どもの理解と教育支援について 

５．特別支援教育における教育課程につい 

６．障害児の発達のアセスメントと支援について 

７．特別支援教育に関わる教師や療育の専門家について 

８．特別支援教育の課題について 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業ごとにまとめのレポートを実施します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

国立特別支援教育総合研究所著『特別支援教育の基礎・基本 新改版』ジアース教育新社。 

【参考書】 
文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編(幼稚部・小学部・中学部)』(平成 30 年 3 月) 

文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部)』（平成 30 年 3 月） 

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

(平成 30 年 3 月) 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．障害児教育に関する教育理念を理解し、説明できるか。 

２．障害児の発達特性等の基礎的知識を理解し、支援方法、教材作成など指導実践力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（総合点の 40％） 

３ 課題レポート（総合点の 30％） 

12．受講生への 

メッセージ 

すべての障害児教育に携わる教員には、知識・理解に基づいた実践力が求められています。障害児教育に携

わることの意義を考えながら、基礎となる知識の理解を深め、実践力を高めて行きましょう。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義でお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

特別支援教育の基本①  

「障害児教育」とは 

事前学習 
「障害児教育」に関する経験や関わった内容

等についてまとめる。 

事後学習 
「障害児教育」と「特別支援教育」との違い

についてまとめる。 

第２回 
特別支援教育の基本②  

「特別支援教育の基本的な考え方・制度」 

事前学習 
「特別支援教育」の考え方や制度について、

教科書、インターネット等で調べる。 

事後学習 
「特別支援学校と特別支援学級の役割につ

いてまとめる。 

第３回 特別支援教育の基本③ 「教育課程」 事前学習 
「特別支援学校の「教育課程」について、教

科書、インターネット等で調べる。 



 

 

事後学習 
「教育課程」の構造や「自立活動」について

まとめる。 

第４回 特別支援教育の基本④ 「アセスメント」 

事前学習 

障害児教育で行われている「アセスメント」

について、教科書、インターネット等で調べ

る。 

事後学習 
障害児教育における「アセスメント」の意義

についてまとめる。 

第５回 特別支援教育の基本⑤ 「発達障害」 

事前学習 
「発達障害」の定義について、教科書、イン

ターネット等で調べる。 

事後学習 
「発達障害」の定義とその特徴についてまと

める。 

第６回 
特別支援教育の基礎① 障害種別の特別支援学校「知

的障害教育」 

事前学習 
「特別支援学校」の校種について、教科書、

インターネット等で調べる。 

事後学習 
「知的障害教育」の現状と課題についてまと

める。 

第７回 
特別支援教育の基礎② 障害種別の特別支援学校「肢

体不自由教育」「病弱教育」 

事前学習 
「肢体不自由教育」「病弱教育」について、教

科書、インターネット等で調べる。 

事後学習 
「肢体不自由教育」「病弱教育」の現状と課題

についてまとめる。 

第８回 
特別支援教育の基礎③ 障害種別の特別支援学校「視

覚障害教育」「聴覚障害教育」 

事前学習 
「視覚障害教育」「聴覚障害教育」について、

教科書、インターネット等で調べる。 

事後学習 
「視覚障害教育」「聴覚障害教育」の現状と課

題についてまとめる。 

第９回 
特別支援教育の基礎⑤ 小・中学校における特別支援

教育 

事前学習 
特別支援学級について、教科書、インターネ

ット等で調べる。 

事後学習 
教育におけるユニバーサルデザインについ

てまとめる。 

第１０回 
障害のある子どもの教育① 特別支援学校の見学も

しくは外部講師による講義 

事前学習 
事前に配布した資料をもとに、学びたいこと

をまとめる。 

事後学習 
障害のある子どもの教育的支援について学

んだことをまとめる。 

第１１回 
特別支援教育の基礎⑥ 「個別の教育計画、教育支援

計画」 

事前学習 
「個別の教育計画、教育支援計画」について、

教科書、インターネット等で調べる。 

事後学習 
「個別の教育計画、教育支援計画」の活用に

ついてまとめる。 

第１２回 
障害のある子どもの教育②  

グループワーク① テーマ別の発表 

事前学習 
グループワークで取り組むテーマについて、

教科書、インターネット等で情報を得る。 

事後学習 

グループワークで取り組むテーマについて、

教科書、インターネット等で得た情報を整理

する。 

第１３回 まとめ 「障害児教育のあり方について」 

事前学習 
「障害児教育において大切なこと」について

考える。 

事後学習 期末試験に向けて準備する 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：障害児・者の事例（事前に配布）を読んで印象に残ったことや疑問点をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：第 9 回授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回授業開始時に提出する。提出後、解説、質疑、意見交換を第 11 回の授業の中で行う。 

事後学習：レポート作成と解説、質疑、意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：グループワークで学んだことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：第 12 回授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回授業開始時に提出する。提出後、添削指導し、返却する。 

事後学習：レポート作成と添削、質疑、意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
障害児・者の心理 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3332 

SCMP3332 

SBMP3332 

EDPS3304 
２．授業担当教員 酒井 博美 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
身体障害、知的障害及び精神障害の概要とその特性を理解し、その心理的影響と併せて、それぞれの障害

を持つことで発達段階に応じた心理的影響を理解する。また、障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な
支援とその人を取り巻く家族や社会のあり方や制度を学ぶ。 

８．学習目標 

１．身体障害、知的障害及び精神障害の概要を理解し、一般的な心理的傾向を把握し、説明することができ

る。 

２．障害児・者を持った家族の心理を理解し、説明することができる。 

３．障害受容の一般的な過程とその実態について理解し、説明することができる。 

４．障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援や制度を理解し、自分の考えを述べることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の授業開始時に、事前学習として示したテーマについて発表してもらう。積極的に発表に臨んでほしい。

また、期末試験は、これまでの学習内容の習熟度を確認する内容とする（詳細は授業内で告知する）。各回

の講義内容の理解を定着させるように、毎回の復習を確実に行うこと。 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】井澤信三、小島道生編著 『障害児心理入門 第 2版』ミネルヴァ書房 2013年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

次の１～４について理解し説明できるか。 

１．身体障害、知的障害及び精神障害の概要と一般的な心理的傾向 

２．障害児・者を持った家族の心理 

３．障害受容の一般的な過程とその実態 

４．障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援や制度 

○評定の方法 

平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動） ４０％ 

まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動） ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業で得た知見について、自身の経験および今後自身が対象とする人々、また現代社会の特徴とも関連づけ

られる視点を獲得するために、討論やグループワークの機会も設ける。積極的に取り組むこと。 

13．オフィスアワー 授業内に周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、障害分類と障害の捉え方 
事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 障害の分類を説明できるようにしておく。 

第２回 乳幼児における障害とその支援 

事前学習 
障害がわかる時期について、前回の分類をもと

に各障害について考え、書き出しておく。 

事後学習 
障害がわかる時期と乳幼児の育ちについて説

明できるようにしておく。 

第３回 視覚障害児・者の理解と心理的支援 

事前学習 視覚障害について調べておく。 

事後学習 
視覚障害児・者の心理特性と心理的支援につい

て説明できるようにしておく。 

第４回 聴覚障害児・者の理解と心理的支援 

事前学習 聴覚障害について調べておく。 

事後学習 
聴覚障害児・者の心理特性と心理的支援につい

て説明できるようにしておく。 

第５回 肢体不自由児・者の理解と心理的支援 

事前学習 肢体不自由について調べておく。 

事後学習 
肢体不自由児・者の心理特性と心理的支援につ

いて説明できるようにしておく。 

第６回 内部障害児・者の理解と心理的支援 

事前学習 内部障害について調べておく。 

事後学習 
内部障害児・者の心理特性と心理的支援につい

て説明できるようにしておく。 

第７回 知的障害児・者の理解と心理的支援 

事前学習 知的障害について調べておく。 

事後学習 
知的障害児・者の心理特性と心理的支援につい

て説明できるようにしておく。 

第８回 
発達障害児・者の理解と心理的支援（１）自閉症スペク

トラム障害 

事前学習 自閉症スペクトラム障害について調べておく。 

事後学習 

発達障害とは何か、および自閉症スペクトラム

障害児・者の心理特性と心理的支援について説

明できるようにしておく。 

第９回 
発達障害児・者の理解と心理的支援（２）注意欠如多動

性障害 

事前学習 注意欠如多動性障害について調べておく。 

事後学習 
注意欠如多動性障害児・者の心理特性と心理的

支援について説明できるようにしておく。 

  



 

 

第１０回 
発達障害児・者の理解と心理的支援（３）限局性学習障

害 

事前学習 限局性学習障害について調べておく。 

事後学習 
限局性学習障害児・者の心理特性と心理的支援

について説明できるようにしておく。 

第１１回 

言語障害児・者の理解と心理的支援 

外部講師（言語聴覚士）による講義－※講師の都合によ

り（日程）変更の可能性あり 

事前学習 言語障害について調べておく。 

事後学習 
言語障害児・者の心理特性と心理的支援につい

て説明できるようにしておく。 

第１２回 

精神障害児・者の理解と心理的支援 

外部講師（社会福祉士・精神保健福祉士）による講義－

※講師の都合により（日程）変更の可能性あり 

事前学習 精神障害の原因による分類を調べておく。 

事後学習 
精神障害児・者の心理特性と心理的支援につい

て説明できるようにしておく。 

第１３回 障害の受容とその過程 

事前学習 
キューブラ・ロスの「死の受容過程」について

調べておく。 

事後学習 
障害の受容過程について説明できるようにし

ておく。 

課題研究

1 

第 2～6 回の授業内容からどれか１つの障害を選択し、障害の理解をより深めた上で、支援についてレポートにまとめ

よ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200文字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導および質疑応答を第 9回の授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導および質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

第 7～10回の授業内容を踏まえて、障害児保育の現状について、歴史的流れや制度を中心にレポートにまとめよ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200文字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導および質疑応答を第 13回の授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導および質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報科指導法Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3344 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、高等学校教諭免許状「情報」を取得しようとする学生を対象とし、高等学校・教科「情報」の指

導法の基本的事項について学習する。「情報科指導法Ⅰ」では、教科「情報」の設定の趣旨や、科目のねらい
を理解するとともに、情報教育の３つの目標である、「情報活用の実践力」、「情報の科学的な理解」、「情報社
会に参画する態度」を育成するための具体的な授業展開のしかたについて、実習を通して具体的に学習する。 

８．学習目標 

1. 教科「情報」の設定の趣旨を説明できるか。 

2. 情報教育の３つの目標である「情報活用の実践力」、「情報の科学的な理解」、「情報社会に参画する態度」

を育成するための授業展開を、模擬授業等で展開することができるか。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学生ごとに実践事例調査発表と模擬授業（ショートレクチャー）を実施する。これらの課題を通して、教科

「情報」に対する理論の修得と、基礎的な実践能力の育成を目指す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山極隆監修『最新社会と情報』実教出版、2015。 

山極隆監修『最新情報の科学』実教出版、2015。 

『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説情報編』文部科学省。2019。 

【参考資料】 

高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教科「情報」の設定の趣旨を説明できるか。 

２．情報教育の３つの目標である「情報活用の実践力」、「情報の科学的な理解」、「情報社会に参画する態度」

を育成するための授業展開を、模擬授業等で展開することができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．平常点(授業への積極的な参加・小テスト・レポート等) 50％ 

２．最終考課(テストもしくは最終課題) 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

情報教育の現場についての調査では、学生の希望や開催日程等の条件が整った場合、学外実習を含める場合

がある。詳細については授業において検討・指示する。 

情報科教員になるためには、情報に関する幅広い知識をもとに、それらをどのように指導していくかを考え

なければならない。「情報科指導法」では、「Ⅰ」において理論的知識の修得を、「Ⅱ」において実践的技

能の育成を目指す。ただし、「Ⅰ」においても小規模な模擬授業（ショートレクチャー）を体験することを

通して、学んだ知識が生きて働くようになることを目指す。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

 教科「情報」の理念と設置に至るまでの経緯 

学習指導要領改訂と教科の変遷 

事前学習 

自分自身が高等学校で学んできた教科「情報」がど

のようなものであったか思い出しておく。 

学習指導要領解説 第 1部第1章第1節を読んでおく。 

事後学習 
教科「情報」の変遷について、自分なりに年表等を

活用してまとめる。 

第２回 

教科「情報」と情報活用能力 

情報活用の実践力、情報の科学的な理解、情報社

会に参画する態度 

事前学習 
学習指導要領解説 第 1部第 1章第 2節・第 3節を読

んでおく。 

事後学習 
情報活用能力とその三観点について、自分なりに説

明できるようになる。 

第３回 
学習指導要領を読む(1) 

共通教科・必履修科目としての「情報Ⅰ」 

事前学習 
学習指導要領解説 第 1部第 1章第 4節・第 5節と、

第 2章第 1節、第 3章を読んでおく。 

事後学習 
必履修科目「情報Ⅰ」の位置づけと、そこで学ぶ内

容等について自分なりに説明できるようになる。 

第４回 
学習指導要領を読む(2) 

共通教科・選択科目としての「情報Ⅱ」 

事前学習 
学習指導要領解説 第 1 部第 2 章第 2 節を読み、第 3

章を再読しておく。 

事後学習 
選択科目「情報Ⅱ」の位置づけと、そこで学ぶ内容

等について自分なりに説明できるようになる。 

第５回 
学習指導要領を読む(3) 

専門教科としての「情報」とその科目 

事前学習 

学習指導要領解説 第 2部を読んでおく。分量が多い

ため、各科目の詳細については深入りせず、概要を

掴んでおけばよい。 

事後学習 

専門教科としての「情報」の位置づけと、そこで学

ぶ内容等について、科目ごとに自分なりに説明でき

るようになる。 

 



 

 

 

第６回 

情報教育の実践事例調査(2) 

調査によって学んだことの発表 

※事例調査(1)は課題研究として実施 

事前学習 
課題研究１で作成したレポートを元に、発表準備を

行う。 

事後学習 
他の受講生が発表した内容を復習し、それらの内容

について自分なりの考えをまとめる。 

第７回 

教科「情報」を支える様々な資料・教材 

文部科学省『教員研修用教材』『教育の情報化に

関する手引』等の資料を読む 

学校図書館や校外リソースの活用 

事前学習 
文部科学省『教員研修用教材』『教育の情報化に関す

る手引』等の資料の概要を確認しておく。 

事後学習 

文部科学省『教員研修用教材』『教育の情報化に関す

る手引』等の資料を自分なりに再度深く読み込む。 

情報教育と学校図書館の関わりについて検討する。 

第８回 

教科「情報」の実際(1) 

学校全体の教育計画における位置づけ、教科「情

報」の年間指導計画 

事前学習 
いくつかの高等学校のウェブサイトを検索し、実際

の教科「情報」の年間指導計画を確認してみる。 

事後学習 

事前学習で確認した実際の年間指導計画について、

評価できる箇所、改善を要する箇所を検討し、自分

なりの改善案を作成してみる。 

第９回 

教科「情報」の実際(2) 

情報教育を推進するための方策、文部科学省等に

よる近年の様々な施策 

事前学習 
文部科学省「教育の情報化の推進」ウェブサイトを

閲覧し、概要を把握する。 

事後学習 興味を持った施策について、さらに詳しく調べる。 

第１０回 

模擬授業（ショートレクチャー）の準備(1) 

学習指導案の書き方、単元指導計画の作成 

※準備(2)は課題研究として実施 

事前学習 
他の教科指導法で学んだ学習指導案の書き方を復習

しておく。 

事後学習 
模擬授業で扱う単元について、単元指導計画を完成

させる。 

第１１回 

模擬授業（ショートレクチャー）(1) 

情報の科学的な理解に関する模擬授業の実践と

相互評価 

事前学習 模擬授業の発表準備をする。 

事後学習 
相互評価を元に、自分自身の授業実践を振り返り、

よりよいものにするための改善案を検討する。 

第１２回 

模擬授業（ショートレクチャー）(2) 

情報社会に参画する態度に関する模擬授業の実

践と相互評価 

事前学習 模擬授業の発表準備をする。 

事後学習 
相互評価を元に、自分自身の授業実践を振り返り、

よりよいものにするための改善案を検討する。 

第１３回 

これからの情報教育と教科「情報」 

人工知能（AI）、Society5.0、ESD、SDGs 等のト

レンドとの関係 

事前学習 
第 1回～第 12回の授業で学習した内容について復習

しておく。 

事後学習 

様々なトレンドと情報教育の関わりについて、自分

なりの意見を持つ。 

学習指導要領解説の全体を再読し、理解を深める。 

課題研究

１ 

課題研究：情報教育の実践事例調査(1) 

先進的な情報教育の取組についての調査を行い、レポートにまとめる。 

レポート分量：A4用紙数枚程度 

レポート体裁：課題提示時に詳細を説明する 

実施時期：第 1回授業時に課題の詳細を提示し、第 6回授業の前日までに提出する。 

事後学習：本研究課題は第 6回授業と連動している。課題研究で調査した内容の発表、ディスカッション、相互評価等

を第 6回授業で実施する。事後学習相当の学習を別コマで実施するため、課題研究１についてはレポート作成に 90分

×3＝270分相当（1コマ授業＋予習復習）の時間に見合ったレベルのレポートを要する。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポートサ

イトにて提供する。 

課題研究

２ 

課題研究：模擬授業（ショートレクチャー）の準備(2) 

第 10回授業で作成を開始した模擬授業（ショートレクチャー）の指導案を完成させ、授業の練習を行う。 

本課題は演習の準備に相当するため、指導案等の必要資料の作成状況ならびに、第 11・12 回授業での模擬授業（ショ

ートレクチャー）の実施状況と組み合わせて総合的に評価を行う。 

実施時期：第 10回授業時に課題の詳細を説明し、第 11回授業の前日までに提出する。実施期間が短いため、学期開始

時に自分の予定を事前調整ししっかりと課題に取り組める環境を用意しておくことが望ましい。 

事後学習：本研究課題は第 11・12回授業と連動している。課題研究で作成した指導案等の資料を元に、第 11・12回授

業で模擬授業（ショートレクチャー）を実施する。事後学習相当の学習を別コマで実施するため、課題研究２について

は模擬授業（ショートレクチャー）の準備に 90分×3＝270分相当（1コマ授業＋予習復習）の時間に見合ったレベル

のクオリティを要する。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポートサ

イトにて提供する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 GEBS1104 

２．授業担当教員 清水 文也 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国

内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ

ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると

共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ

うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・各回の演習課題が時間内に終わらなかった場合は宿題となり、提出期限は次回の授業開始前までとする 

・タイピング課題として、合計入力文字数 9,800文字以上（28回×350文字）を期限までにクリアすること 
・「情報リテラシー」に必要な知識を問う確認テストを実施。8 割以上の正答率を目指すこと 
・「Word」,「Excel」の重点部分の理解度確認テストを実施。8 割以上の正答率を目指すこと 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】杉本 くみ子 (著)『 30時間アカデミック情報リテラシー Office2016 』実教出版、2016。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OS やハードウェアに関する基礎的な知識が

身についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は、春期で各ソフトウェアの基本操作を習得し、秋期では、その基盤技術を活かした応用・実践問題 
にチャレンジするという構成になっています。また、終盤には総合的な情報リテラシー課題として、量的研

究の一連の流れであるアカデミックスキルを習得します。コンピュータや高機能なソフトウェアの操作は、
一度や二度触ったくらいでは習得することができません。記憶の定着には、事前・事後学習での繰り返しト
レーニングが必要不可欠です。これは、キーボード入力で、正確に速く文字入力したい場合でも同じことが

言えます。「できない」「難しい」「わからない」と言う前に、事前・事後学習をしっかり実施してください。 
また、授業を履修する上での重要なことは、第１回目で話しますので、必ず出席するようにしてください。
課題提出に関しては、すべて容易にコピーできる電子ファイルによる提出です。よって、他者のファイルを

コピーしたり、コピーさせてあげたりした場合は、学業上の重大な不正行為とみなしますので、絶対にやら
ないようにしてください。 
※本科目は通年科目ですので、秋期になったとしても履修変更はできません。 

※事前に「Microsoftアカウント」と「Googleアカウント」を取得しておいてください。 

13．オフィスアワー 初回時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

文字・文章入力演習 
 ・受講上の注意事項、成績評価基準など 
 ・キーボードによる文字入力と変換演習 

事前学習 キーボード入力の基本を調べておく 

事後学習 タイピングの練習を何度も実施しておく 

第２回 

Windows 基本操作演習 
 ・OS操作及びフォルダーとファイル操作 

 ・学内メール送受信演習とメールマナー 
 ・情報リテラシー理解度確認テスト 

事前学習 教科書 pp.4～17を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第３回 

文書作成 - 基礎演習(1) 
 ・文書の作成と文字修飾 
 ・OneDrive活用と Wordアプリでファイル編集 

事前学習 
・Microsoft アカウントを取得しておく 

・教科書 pp.18～38を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第４回 
文書作成 - 基礎演習(2) 
表の挿入と編集 

事前学習 教科書 pp.39～50を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第５回 
文書作成 - 基礎演習(3) 
様々な書式設定 

事前学習 教科書 pp.51～59を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第６回 
文書作成 - 基礎演習(4) 
画像と図形の挿入 

事前学習 教科書 pp.60～71を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第７回 
文書作成 - 基礎演習(5) 
レポート編集用機能 

事前学習 教科書 pp.72～87を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第８回 
プレゼンテーション - 基礎演習(1) 
研究発表に必要な機能 

事前学習 教科書 pp.178～191を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第９回 
プレゼンテーション - 基礎演習(2) 
プレゼンに必要な機能 

事前学習 教科書 pp.192～220を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 



 

 

 

第１０回 
表計算 - 基礎演習(1)  

 Excel操作と「参照」「数式」「関数」の基本 

事前学習 教科書 pp.88～119を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１１回 
表計算 - 基礎演習(2) 
相対参照と絶対参照 

事前学習 教科書 pp.122～143を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１２回 
表計算 - 基礎演習(3) 
数式と複合関数 

事前学習 教科書 pp.133～143を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１３回 
表計算 - 基礎演習(4) 
グラフ・複合グラフ作成 

事前学習 教科書 pp.148～155を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１４回 
表計算 - 基礎演習(5) 
シート間参照とは 

事前学習 教科書 pp.133～147を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１５回 
表計算 - 基礎演習(6) 
データベース機能と Office間連携 

事前学習 教科書 pp.160～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１６回 
文書作成 - 実践課題(1) 
Word最終課題「案内書」作成 

事前学習 教科書 pp.18～87を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１７回 
文書作成 - 実践課題(2)  
Word最終課題「案内書」作成 

事前学習 教科書 pp.18～87を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１８回 
文書作成 - 実践課題(3)  
Word最終課題「案内書」作成 

事前学習 教科書 pp.18～87を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１９回 
表計算 - 実践課題(1) 
Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２０回 
表計算 - 実践課題(2) 
Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２１回 
表計算 - 実践課題(3) 
Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２２回 
表計算 - 実践課題(4) 
 Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２３回 

情報リテラシー総合演習 
 ・定量データ調査分析プロセス演習 
 ・Google Forms によるアンケート作成 

 ・Google Drive によるクラウド活用 
 ・QRコード付き「アンケート依頼書」作成 
 ・Excel による統計分析（カイ二乗検定） 

 ・レポート「考察」の重要性を理解 

事前学習 Googleアカウントを取得しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２４回 
情報リテラシー総合課題(1)  

 研究分析テーマ選定とアンケート作成 

事前学習 定量データ分析について調べておく 

事後学習 アンケートを採取しておく 

第２５回 
情報リテラシー総合課題(2)  

 クロス集計とカイ二乗検定分析 

事前学習 定量データ分析について調べておく 

事後学習 考察を考えておく 

第２６回 
情報リテラシー総合課題(3)  

 検定結果をもとに「考察」する 

事前学習 定量データ分析について調べておく 

事後学習 考察部分を完成させる 

第２７回 
情報リテラシー総合課題(4)  

 グループ内発表と相互評価を実施 

事前学習 各自発表のリハーサルを実施しておく 

事後学習 発表後の反省点を発見し、改善しておく 

第２８回 
情報リテラシー総合課題(5)  

 グループ内選抜者の研究発表 

事前学習 各自発表のリハーサルを実施しておく 

事後学習 発表後の反省点を発見し、改善しておく 

課題研究 

1 

課題テーマ ：Word 理解度確認課題 

       第 2 回～第 7 回の講義内容を踏まえて、課題を完成させる。 

課題ファイル：第 7 回に配布する。 

実施時期  ：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限  ：第 8 回の授業開始時に提出する。 

       提出後、課題内容について質疑応答・意見交換を教室で行う。 

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

事後学習  ：Word 理解度確認課題を復習しておく 

課題研究 

2 

課題テーマ ：Excel 理解度確認課題 

       第 10 回～第 15 回の講義内容を踏まえて、課題を完成させる。 

課題ファイル：第 15 回に配布する。 

実施時期  ：第 15 回の授業後に実施する。 

提出期限  ：第 16 回の授業開始時に提出する。 

       提出後、課題内容について質疑応答・意見交換を教室で行う。 

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

事後学習  ：Excel 理解度確認課題を復習しておく 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GEBS1104 

GECM1104 
２．授業担当教員 三好 一英 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
1 年次以上 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国

内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ

ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると

共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ

うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義の中で，テーマごとに課題演習を行う。 

適宜，小テストを行うことがある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

久野靖(他)監修『キーワードで学ぶ最新情報トピックス 2020』日経 BP 社。 

杉本くみ子・大澤栄子『30 時間アカデミック 情報リテラシーOffice2016』実教出版。 

【参考書】 

きたみ りゅうじ『キタミ式イラスト IT 塾 令和 2 年度「IT パスポート」』技術評論社。  

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

その他，講義中に適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が身

についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・コンピュータ，インターネットに関する知識・操作技能は，現代社会を生きる上で，必須のスキルです。 

・大学でのレポート，プレゼン，実験結果の分析などで必要とされるスキルをまずは身につけましょう。 

・大学卒業後も社会人として活躍できるだけの知識，技能の習得に努めましょう。 

・講義時間以外にも自主的に操作方法の習得に努めてください。 

13．オフィスアワー 初回講義時に説明する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：自己紹介，簡単なアンケ

ート，情報処理実習室の使い方， 

事前学習 教科書を入手し、一通り確認しておく 

事後学習 教科書 p2 - p11 を読んでおく 

第２回 Windows の基本操作 OS のはたらき 

事前学習 
「パソコンの内部，オペレーティングシステム，ユー

ザーインターフェイス」を読んでおく 

事後学習 
コンピュータの内部，OS のはたらき，ユーザーインタ

ーフェイスについて具体的に復習して理解しておく 

第３回 
インターネットの利用(1)： 

 インターネットの仕組み 

事前学習 
「コンピュータの基本要素，インターネットの仕組み」

を読んでおく 

事後学習 
コンピュータの基本要素，インターネットの仕組みに

ついて具体的に復習して理解しておく 

第４回 インターネットの利用(2)：Web ブラウザ 
事前学習 「Web ブラウザ」を読んでおく 

事後学習 Web ブラウザについて具体的に復習して理解しておく 

第５回 インターネットの利用(3)：電子メール(設定) 
事前学習 「電子メール」を読んでおく 

事後学習 電子メールについて具体的に復習して理解しておく 

第６回 インターネットの利用(4)：電子メール(送受信) 

事前学習 「メールコミュニケーション」を読んでおく 

事後学習 
メールコミュニケーションについて具体的に復習して

理解しておく 

第７回 
Microsoft PowerPoint(1) 

 例題 22プレゼンテーションの作成 

事前学習 「2 進法，ビットとバイト」を読んでおく 

事後学習 
情報の単位・演算方法について具体的に復習して理解

しておく 

第８回 
Microsoft PowerPoint(2) 

 例題 23 図形の挿入と編集 

事前学習 「コンピュータウイルス」を読んでおく 

事後学習 
コンピュータウイルスについて具体的に復習して理解

しておく 



 

 

 

第９回 
Microsoft PowerPoint(3) 

 例題 24 図表の挿入と編集 

事前学習 「ネットショッピング」を読んでおく 

事後学習 
ネットショッピングについて具体的に復習して理解し

ておく 

第１０回 Microsoft Word (1) 例題 1 文書の作成 
事前学習 「文字コード」を読んでおく 

事後学習 文字コードについて具体的に復習して理解しておく 

第１１回 Microsoft Word (2) 例題 2 文書の印刷 
事前学習 「フォント」を読んでおく 

事後学習 フォントについて具体的に復習して理解しておく 

第１２回 Microsoft Word (3) 例題 3 表の作成 
事前学習 「LINE」を読んでおく 

事後学習 LINE について具体的に復習して理解しておく 

第１３回 Microsoft Word (4) 例題 4 文書の編集 

事前学習 「Facebook と SNS」を読んでおく 

事後学習 
Facebook と SNS について具体的に復習して理解して

おく 

第１４回 Microsoft Word (5) 例題 5 画像の貼り付け 

事前学習 「クックパッドと価格.com」を読んでおく 

事後学習 
クックパッドと価格.comについて具体的に復習して理

解しておく 

第１５回 Microsoft Word (6) 例題 6 アウトライン 

事前学習 「オーディオファイル」を読んでおく 

事後学習 
ファイル圧縮の仕組み：音声圧縮の仕組みについて具

体的に復習して理解しておく 

第１６回 Microsoft Word (7) 課題演習 
事前学習 「画像ファイル」を読んでおく 

事後学習 画像ファイルについて具体的に復習して理解しておく 

第１７回 Microsoft Word (8) 課題演習 
事前学習 「動画ファイル」を読んでおく 

事後学習 動画ファイルについて具体的に復習して理解しておく 

第１８回 
Microsoft Excel(1) 

例題 7 基本操作・データの入力 

事前学習 「LAN と Wi-Fi」を読んでおく 

事後学習 LANとWi-Fiについて具体的に復習して理解しておく 

第１９回 
Microsoft Excel(2)  

例題 8 表の作成 

事前学習 「ユニバーサルデザイン」を読んでおく 

事後学習 
ユニバーサルデザインについて具体的に復習して理解

しておく 

第２０回 
Microsoft Excel(3)  

例題 9 印刷 

事前学習 「メディアリテラシー」を読んでおく 

事後学習 
メディアリテラシーについて具体的に復習して理解し

ておく 

第２１回 
Microsoft Excel(4)  

 例題 10 絶対参照・相対参照 

事前学習 「データベース」を読んでおく 

事後学習 データベースについて具体的に復習して理解しておく 

第２２回 
Microsoft Excel(5)  

例題 11 12 13 いろいろな関数(if 関数など) 

事前学習 「情報システム」を読んでおく 

事後学習 情報システムについて具体的に復習して理解しておく 

第２３回 
Microsoft Excel(6) 

例題 14-18 vlookup 関数，文字列操作 

事前学習 「知的財産権」を読んでおく 

事後学習 知的財産権について具体的に復習して理解しておく 

第２４回 
Microsoft Excel(7) 

例題 19 グラフの作成，  

事前学習 「電子マネー」を読んでおく 

事後学習 電子マネーについて具体的に復習して理解しておく 

第２５回 
Microsoft Excel(8)  

例題 20 21 データベース，Word との連携 

事前学習 「個人情報と社会の法」を読んでおく 

事後学習 
個人情報と社会の法について具体的に復習して理解し

ておく 

第２６回 Microsoft Excel(9) 課題演習 

事前学習 「ネットワーク利用の際のリスク」を読んでおく 

事後学習 
ネットワーク利用の際のリスクについて具体的に復習

して理解しておく 

第２７回 Microsoft Excel(10) 課題演習 
事前学習 「ネット詐欺」を読んでおく 

事後学習 ネット詐欺について具体的に復習して理解しておく 

第２８回 Microsoft Excel(11) 課題演習 
事前学習 「著作権」を読んでおく 

事後学習 著作権について具体的に復習して理解しておく 

課題研究

１ 

課題提出：実習 30 (p.215) 

形式：ファイル名を「学生番号の下 4 桁＋氏名＋実習 30＋拡張子(.pptx)」とし，指定する方式で提出のこと。 

実施時期：夏休み前 

提出時期：夏休み明け最初の講義時 

事後学習：PowerPoint を用いた効果的なプレゼンテーション方法について具体的に考える。 

課題研究

２ 

課題提出：実習 03 (p.46) 

形式：ファイル名を「学生番号の下 4 桁＋氏名＋実習＋拡張子(.docx)」とし，指定する方式で提出のこと。 

実施時期：第１５回の講義終了後に実施 

提出時期：第１８回の講義までに提出 

事後学習：Word を用いたわかりやすい文書の条件について具体的に考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GEBS1104 

GECM1104 
２．授業担当教員 加藤 由樹 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国

内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ

ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると

共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ

うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

テーマごとに総合的な課題を行う。 

 具体的には、以下の二つの課題を行う。 

1.主に情報モラルや情報セキュリティについて、調べてまとめる作業（Wordによる総合課題） 

2.学生自身の興味のある事柄について、わかりやすく伝えるための発表資料の作成作業（PowerPointによる 

総合課題） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

教科書は使用しない。教員が準備したプリント教材を配付したり、デジタル教材を投影し提示したりする。 

【参考書】 

授業の中で、随時紹介する。 

【教材】 

教員が準備したプリント教材を配付したり、デジタル教材を投影し提示したりする。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が身

についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

●コンピュータは、とても便利な道具です。日々生じる問題に対して、それらの解決のための手段の一つと

して、コンピュータをうまく活用できる能力が、この授業を通じて、皆さんに身に付くことを期待します。 

●コンピュータの使用において疑問な点があれば、どんなことでも積極的に質問してください。 

●この科目は、授業内の演習がメインです。欠席、遅刻、早退する場合は、連絡してください。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション：春期講義の概要、コンピ

ュータの経験に関するアンケート 

情報処理学習室の使い方、コンピュータの基本

操作 

事前学習 高校での情報の授業を振り返る。 

事後学習 大学の情報処理教室を空き時間に利用してみる。 

第２回 Windows 基礎、ファイル操作 
事前学習 OS とは何かを調べておく。 

事後学習 各自のファイルの整理をする。 

第３回 ファイルとフォルダ構造 
事前学習 日常での整理を振り返る。 

事後学習 フォルダによる整理を各自で実践する。 

第４回 
インターネットと情報検索。情報モラル、マナ

ー 

事前学習 インターネットの仕組みを調べておく。 

事後学習 仕組みを思い出しながらインターネットを利用する。 

第５回 
電子メール：電子メールの利用方法とメールア

ドレスの設定方法など 

事前学習 携帯メールの特徴をまとめておく。 

事後学習 大学 Web メールを各自で使ってみる。 

第６回 
Microsoft Word（1）：Word の基本操作、文書

の作成 

事前学習 文書とは何かをイメージしておく。 

事後学習 タイピングについてトレーニングをする。 

第７回 Microsoft Word（2）：罫線 
事前学習 表の構造を整理しておく。 

事後学習 罫線を使って、文字を配置する。 

第８回 
Microsoft Word（3）：文書の編集、拡張書式な

ど 

事前学習 文字入力について調べる。 

事後学習 拡張書式を利用して文字を書く。 

第９回 
Microsoft Word（4）：文書の飾り付け、クリッ

プアート、図形描画など 

事前学習 カット集を使った文書をイメージしておく。 

事後学習 サークルなどの募集ポスターを作ってみる① 

  



 

 

 

第１０回 Microsoft Word（5）：図形描画 続き 
事前学習 

地図を書きたい場所を考えておく。ランドマークを整

理していく。 

事後学習 サークルなどの募集ポスターを作ってみる① 

第１１回 Microsoft Word についての総復習 その 1 

事前学習 
文字入力、フォントの修飾、拡張書式を振り返ってお

く。 

事後学習 
文字入力、フォントの修飾、拡張書式のしかたを確実

に身につける。 

第１２回 Microsoft Word についての総復習 その 2 

事前学習 図形描画、罫線について振り返っておく。 

事後学習 
図形描画、罫線のしかたや、これらを使ったアイデア

を考える。 

第１３回 春期まとめ 

事前学習 今までの Word の操作を再確認しておく。 

事後学習 
Word でレポートを書く際などに、さまざまな機能を使

うように心掛ける。 

第１４回 
Microsoft Excel（1）：Excel の基本操作、デー

タの作成 

事前学習 表の構造（セル、行、列など）を調べておく。 

事後学習 セル入力をトレーニングする。 

第１５回 
Microsoft Excel（2）：表の作成、オートフィル、 

基本的な関数の利用（合計、平均など） 

事前学習 授業で使用する表の作成を行う。 

事後学習 四則計算を表計算で行うトレーニングをする。 

第１６回 
Microsoft Excel（3）：表の編集、相対参照と絶

対参照 

事前学習 表計算の利点を整理しておく。 

事後学習 絶対参照について繰り返し練習する。 

第１７回 Microsoft Excel（4）：グラフの作成 その 1 
事前学習 グラフを作る意義を考えておく。 

事後学習 授業で説明したグラフ以外の棒グラフを作る。 

第１８回 Microsoft Excel（5）：グラフの作成 その 2 
事前学習 割合のグラフとは何かを考えてく。 

事後学習 授業で説明したグラフ以外の割合のグラフを作る。 

第１９回 
Microsoft Excel（6）：並び替え、オートフィル

タなど 

事前学習 データを整理するときに便利な機能を整理しておく。 

事後学習 データの抽出を求める問題を解く。 

第２０回 Microsoft Excel（7）：基本的な関数 
事前学習 関数とは何かについて調べておく。 

事後学習 基本的な関数を使った問題を解く。 

第２１回 Microsoft Excel（8）：さまざまな関数 
事前学習 様々な関数の中で興味のあるものを調べておく。 

事後学習 特に文字列に関する関数の問題を解く。 

第２２回 Microsoft Excel（9）：Excel 総復習 
事前学習 グラフの作り方を確認しておく。 

事後学習 複雑な関数の問題を解く。 

第２３回 Microsoft Excel（10）：Excel まとめ 

事前学習 複雑な関数の問題を何度も解いて慣れておく。 

事後学習 
さまざまな場面で効率を上げるために Excel を使える

ように意識して生活する。 

第２４回 

Microsoft PowerPoint（1）：PowerPoint の基

本操作、 

デザインテンプレートの利用 

事前学習 プレゼンテーションの心得について調べておく。 

事後学習 
PPT を使って自己紹介スライドを作成する① 内容を

考える。 

第２５回 
Microsoft PowerPoint（2）：図表の作成、アニ

メーションなど 

事前学習 アニメーションについて調べておく。 

事後学習 
PPT を使って自己紹介スライドを作成する② アニメ

ーションを入れる。 

第２６回 
Microsoft PowerPoint（3）：さまざまな機能を

用いたスライドの作成 

事前学習 図、写真などを効果的に見せる方法を考えておく。 

事後学習 
PPT を使って自己紹介スライドを作成する③ 図、写

真を入れる。 

第２７回 Microsoft PowerPoint（4）：自己紹介発表１ 
事前学習 セリフの準備、発表の練習をしておく。 

事後学習 発表を反省する。 

第２８回 Microsoft PowerPoint（5）：自己紹介発表２ 
事前学習 

セリフの準備、発表の練習をしておく。前回あたった

学生はまだの学生の練習に協力する。 

事後学習 発表を反省する。 

課題研究 1 課題研究テーマ：新しいお店（飲食店）の開店のお知らせのチラシ作成 

あなたがお店を開くとまず想定してください。その上で、地域に配るための、そのお店の開店のチラシを作りなさい。 

レポート形式：A4 で 1 ページ。 Word で作成する。文字の修飾、拡張書式、罫線、図形描画、写真・イラストの貼り

付けのすべてを少なくとも 1 か所には使用して作成すること。架空ではあるが、場所、連絡先や営業時間、メニュー

など、チラシに必要な情報を含めること。※この課題の具体的なイメージは、授業内に示す。 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業中に提出する。 

提出後、授業中に、一人ひとりに、提出課題の説明を発表してもらう。その後、講評、質疑応答を行う。 

事後学習：講評に基づいて、チラシの改善、修正を行う。 

課題研究 2 上記の課題研究 1 は、2 回分の分量になるため、課題研究 2 は、課題研究 1 の内容に含まれる。 

なお、作業の流れに基づいて、以下のように課題研究 1 と 2 を分けることができる。 

課題研究 1：どのようなお店を想定するか決める。そのお店に必要な情報やチラシのイメージを調査する。必要な素材

（写真やイラスト）を集める。素材の配置などのデザインのラフ画を描く。 

課題研究 2：Word で作成する。作成したチラシについて、授業中にプレゼンするための説明を準備する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GEBS1104 

GECM1104 
２．授業担当教員 佐藤 克己 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基

礎知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、

国内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・

コミュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習する

と共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践でき

るようになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェア

に関する基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回、授業終了時に振り返りと確認テストを行い、提出する。 

春期、秋期の各学期末に、レポート課題を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

教科書は使用しない。教員が準備した教材を提示、配布する。 

【参考書】 

「考える 伝える 分かちあう 情報活用力」noa 出版。 

【教材】 

  内容に応じて、教員が準備した教材を提示、配付する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身

に付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が

身についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

コンピュータの操作に慣れていない方でも安心して受講できるよう、コンピュータの操作について一から

学べるように講義します。コンピュータに触れている時間がコンピュータの操作のスキルに直結します。 

そのため、できるかぎり演習中心の内容とします。 

春期は基礎的リテラシーや基礎的な操作を中心に、秋期はビジネスを意識した応用の内容とし、コンピュ

ータを学ぶ必要性、自分の今後の生活に役立てるポイントを意識してもらえるようにします。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1 回 
イントロダクション、履修上の注意、授業計画、

評価基準の説明 

事前学習 
シラバスを読んで、本科目の概要、学習目的、授業内容

に目を通しておく。 

事後学習 大学の情報処理教室を空き時間に利用する。 

第 2 回 日本語入力とタイピング 
事前学習 

自分のタイピング能力を確認しておく(1 分あたり入力

文字数、正確さ、タッチタイピングの可否)。 

事後学習 タッチタイピングの練習を継続的に行う。 

第 3 回 情報検索 

事前学習 

検索エンジンを利用する。 

普段利用している検索エンジンで、自分が行っている

検索方法を確認する。 

事後学習 
講義で学んだ複合的な検索条件を使って、問題解決を

行う。 

第 4 回 電子メールの使用 
事前学習 

普段利用しているメールサービスを確認する。 

自分の大学のメールアドレスを確認する。 

事後学習 大学 Web メールを利用する。 

第 5 回 文書作成 (Microsoft Word の利用) 
事前学習 Microsoft Word を起動して、触れておく。 

事後学習 演習で作成したファイルを参考に、再度作成してみる。 

第 6 回 文書作成 (Microsoft Word による表作成) 
事前学習 ローマ字による日本語入力を確認しておく。 

事後学習 演習で作成したファイルを参考に、再度作成してみる。 

第 7 回 文書作成 (Microsoft Word による図作成) 
事前学習 ローマ字による日本語入力を確認しておく。 

事後学習 演習で作成したファイルを参考に、再度作成してみる。 

第 8 回 表計算 (Microsoft Excel の利用) 
事前学習 Microsoft Excel を起動して、触れておく。 

事後学習 演習で作成したファイルを参考に、再度作成し、復習す



 

 

 

る。 

第 9 回 
表計算 (Microsoft Excel / 相対参照・絶対参

照) 

事前学習 Microsoft Excel の操作に慣れておく。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、相対参照・絶対参照

の違い、使いどころを復習する。 

第 10 回 表計算 (Microsoft Excel / 条件分岐) 

事前学習 Microsoft Excel の操作に慣れておく。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、条件分岐の利用法、

使いどころを復習する 

第 11 回 
プレゼンテーション  (Microsoft PowerPoint

の利用) 

事前学習 Microsoft PowerPoint を起動して、触れておく。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、再度作成し、復習す

る。 

第 12 回 プレゼンテーション (プレゼン資料作成) 
事前学習 プレゼン資料作成の計画を立てる。 

事後学習 プレゼン資料作成の進捗を確認する。 

第 13 回 春期のまとめ・振り返り 

事前学習 春期で学習した内容を復習しておく。 

事後学習 

春期で学習した内容を復習する。 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint の操作方法に慣れ

ておく。 

第 14 回 秋期の概要・春期の復習 

事前学習 
シラバスを読んで、本科目の概要、学習目的、授業内容

を再確認しておく。 

事後学習 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint の操作方法に慣れ

ておく。 

第 15 回 情報の運用 

事前学習 
普段、扱っている「情報」の種類と管理方法についてま

とめておく。 

事後学習 
扱いが不十分であった「情報」の取扱を、授業内容に合

わせ、具体的に改善する。 

第 16 回 インターネット・コミュニケーション 

事前学習 

メール、LINE など普段扱っているコミュニケーション

手段とその方法、懸念事項をまとめる。 

Instagram, twitter, YouTube など、普段使っている情

報発信ツールと懸念事項をまとめる。 

事後学習 

ビジネスでのメールを意識して、メールを送信してみ

る。 

授業で扱った「情報発信のリスクと責任」を確認し、具

体的な改善を行う。 

第 17 回 文書表現 (Microsoft Word の活用 / 文章力) 

事前学習 尊敬語、謙譲語、丁寧語を確認する。 

事後学習 
授業で扱った「書き言葉」を復習する。 

自分が演習で作成したファイルを改善する。 

第 18 回 
文書表現 (Microsoft Word の活用 / ビジネス

文書) 

事前学習 Microsoft Excel の操作方法を復習しておく。 

事後学習 
社内文書と社外文書の違い、項目を復習する。 

自分が演習で作成したファイルを改善する。 

第 19 回 
数値分析 (Microsoft Excel の活用 / 順位・成

績) 

事前学習 
これまで学んだ Microsoft Excel の関数を復習してお

く。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、合計・平均・条件分

岐の利用法、使いどころを復習する 

第 20 回 数値分析 (Microsoft Excelの活用 / 統計処理) 

事前学習 
これまで学んだ Microsoft Excel の関数を復習してお

く。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、統計関数の利用法、

使いどころを復習する 

第 21 回 
数値分析 (Microsoft Excel の活用 / 最小二乗

法 等) 

事前学習 
これまで学んだ Microsoft Excel の関数を復習してお

く。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、最小二乗法の利用

法、使いどころを復習する 

第 22 回 
データベース (Microsoft Excel の活用 / 並べ

替え・抽出) 

事前学習 
これまで学んだ Microsoft Excel の関数を復習してお

く。 

事後学習 

演習で作成したファイルを参考に、Microsoft Excel を

データベースとして利用する方法、使いどころを復習

する 

第 23 回 ファイル・データ管理 
事前学習 

普段使っているファイル、フォルダの管理の方法(ファ

イル名の付け方、フォルダの構造)についてまとめてお

く。 

事後学習 自分のファイル・フォルダを整理する。 

第 24 回 ビジュアル表現 

事前学習 
身の回りにある視覚的な表現とその意味について、複

数の事例をまとめておく。 

事後学習 

効果的なビジュアル表現と適切な使いどころを復習

し、プレゼンテーションで速やかに実施できるように

する。 

 



 

 

第 25 回 
プレゼンテーション (テーマ確認・アウトライ

ン作成) 

事前学習 

事前に提示されたプレゼンのテーマから大まかな内容

を考えておく。 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint の操作方法を復習

しておく。 

事後学習 アウトラインを改善する。 

第 26 回 
プレゼンテーション (アウトライン確定・プレ

ゼン資料作成) 

事前学習 
アウトラインを見直して、プレゼン資料作成の計画を

立てる。 

事後学習 プレゼン資料を改善する。 

第 27 回 
プレゼンテーション (プレゼン資料確定・発表

練習) 

事前学習 プレゼン資料を見直して、発表の計画を立てる。 

事後学習 発表練習を行う。 

第 28 回 
プレゼンテーション (発表) 

秋期の振り返り・全期間の振り返り 

事前学習 発表練習を行う。 

事後学習 

発表を聞いて、自分の改善点を挙げ、具体的な改善方法

を考える。 

この科目で得られたことを振り返り、ポートフォリオ

にまとめる。 

理解が足りない点を挙げ、重点的に復習する。 

 

 

 

 

課題研究 1 

課題研究テーマ: 「情報モラル」についてのスライド、動画教材を視聴し、レポートにまとめなさい。 

レポート形式: Word ファイル (1,200 文字程度) 

実施時期: 第 1 回〜第 4 回にかけてアナウンスする。 

提出期限: 第 15 回の授業終了時間まで 

備考: 既存のシラバスの第 5 回「情報モラル」に該当する内容を学習する。 

事前学習: 普段利用しているサービスの不安な点、脅威だと感じた点、 

インターネットで起こった不祥事をまとめておく。 

事後学習: 利用しているサービスの安全性を確認する。 

講義内容で行う「脅威を未然に防ぐための施策」を実施する。 

再度、スライド・動画教材を視聴し、レポートを振り返る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題研究 2 

課題研究テーマ: テーマを選択し、プレゼンテーション用のスライドを作成しなさい。 

レポート形式: PowerPoint ファイル (スライド 12 枚〜24 枚) 

実施時期: 第 10 回、第 11 回にアナウンスする 

提出期限: 第 15 回の授業終了時間まで 

 

学部・学科ごとに異なるテーマを例示する。 

将来、自分がなりたい人物像を想定してプレゼンテーションを作成してください。 

• 教育学部 教育学科 学校教育専攻 

• 主体的・対話的で深い学び (アクティブラーニング) 

• 問題解決学習 

• プログラミング敎育 

• 道徳の教科化 

• 今後求められる学校教育 

• 社会福祉学部 社会福祉学科 経営福祉専攻 

• 社会福祉分野における問題と対策 

• 社会福祉の事業化における問題と提案 

• 社会福祉分野における新しいビジネスモデル 

• 今後求められる社会福祉 

• 保育児童学部 保育児童学科 

• 児童・保育・幼児教育における問題と対策、未然防止策、提案 

• 児童虐待 

• 待機児童 など 

• 今後求められる児童・保育・幼児教育 

 

制約: 必ず Excel を用いて自分で作成したグラフを 1 枚以上、PowerPoint のスライドに貼り付けること。 

Web 上にあるグラフ画像をコピー & ペーストすることは認められない。 

Web 上にあるデータ等を引用・参照し、データを入力し, グラフを自分で作成すること。 

スライドの枚数は, タイトル含め 12 枚以上 24 枚以下とする。 

 

備考: 既存のシラバスの第 14 回「プレゼンテーション (プレゼン資料作成)」に該当する内容を学習する。 

事前に提示されたプレゼンのテーマから大まかな内容を考えておく。 

Microsoft PowerPoint の操作方法を復習する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 GEBS1104 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国
内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ
ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると
共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ
うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

講義中の各テーマにおいて課題を提示する。 

毎時、提示されたテーマに基づくグループ発表を行う。 
また、春期・秋期の各学期末に、レポート課題を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】切田節子 他著「MicrosoftOffice2016 を使った情報リテラシーの基礎」近代科学社。 

【参考書】参考資料等は授業時に提示する。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が身

についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

演習であるため、これまでの経験が大きく左右する面もあるかと思いますが、基本的には初心者であること
を前提に行います。疑問点等は都度解決し、次回の展開に備えること。 
講義・演習中の演習問題のやり残しは必ず早めに対処すること。 

一度学んだことは次回までに自分のものにしておくこと。タッチタイプ等の基礎は各自で学ぶこと。 

13．オフィスアワー 初回時に提示する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス、コンピュータの経験に関
するアンケート 

情報処理学習室の使い方 

事前学習 教科書第 1章を読み、疑問点を見つける。 

事後学習 
社会における情報技術の使われ方について 
自らの経験をもとにレポートを作成する。 

第２回 
コンピュータとは何か、仕組み、基本
的な操作、歴史等について 

事前学習 前講義にて配布される情報関連の用語について調べてくる。 

事後学習 コンピュータとは何か、どのような歴史があるのかまとめる。] 

第３回 
インターネットの歴史、サービスにつ
いて 

事前学習 
前講義にて配布されるインターネット関連の用語について調

べてくる。 

事後学習 講義中のインターネットの歴史に関する課題レポートの作成。 

第４回 
WWW：ブラウザの使用方法、インターネ
ットを利用した情報の検索 

事前学習 
前講義に配布されるインターネット関連の用語について調べ
てくる。 

事後学習 
インターネットを利用し、講義中に課題に対して様々な検索方

法を試してみる。 

第５回 
電子メール：電子メールの仕組み、マ
ナーについて 

事前学習 
前講義にて配布される電子メール・モラル・マナー関連の用語

について調べてくる。 

事後学習 電子メールの仕組みについての課題レポートの作成を行う。 

第６回 最近のインターネットの動向について 

事前学習 
最近目にしたインターネット関連の用語・技術を箇条書きで書
き出す。 

事後学習 
最近のインターネットで気になった事について自ら調べまと

める。 



 

 

 

第７回 著作権について 

事前学習 事前配布される著作権関連の用語について調べてくる。 

事後学習 著作権に関する Q&Aを作成する。 

第８回 
Microsoft PowerPoint： プレゼンテー
ションソフトとは 

事前学習 
プレゼンテーションとは何か、またどのような場所で利用され
るものなのかを調べる。 

事後学習 プレゼンテーションソフトの基本的な操作の演習課題の遂行。 

第９回 
Microsoft PowerPoint：基本的な利用
方法 

事前学習 今回利用する PowerPointについて、どのようなものか調べる。 

事後学習 プレゼンテーションソフトの基本的な操作の演習課題の遂行。 

第１０回 
Microsoft PowerPoint： プレゼンテー
ション作成 

事前学習 
プレゼンテーションを作成するにあたり、気を付けることは何
かについて調べる。 

事後学習 
プレゼンテーションを作成するにあたってのストーリー作成

を行う。 

第１１回 Microsoft Word：ワープロソフトとは 

事前学習 
教科書 pp.87～91を読み、ワードプロセッサソフトを用いるメ

リットについて理解する。 

事後学習 ワードプロセッサソフトの基本的な操作の演習課題の遂行 

第１２回 
Microsoft Word：文字の編集（書体、
大きさの変更および装飾など） 

事前学習 
ワードプロセッサソフトでは何ができるのかについて調べ、可
能であればソフトウェアに触れてみる。 

事後学習 ワードプロセッサソフトのレイアウト変更の演習課題の遂行 

第１３回 
Microsoft Word：余白、ページの設定、
インデントなど 

事前学習 
事前配布されるワープロソフトのサンプルをもとに自らペー

ジの設定を行ってみる。 

事後学習 ワードプロセッサソフトのレイアウト変更の演習課題の遂行 

第１４回 
Microsoft Word：スタイル、テンプレ
ートの利用など 

事前学習 
事前配布されるワープロソフトのサンプルをもとに自らスタ
イル、テンプレートの機能を試してみる。 

事後学習 テンプレートを用いて Word文章を作成する演習課題の遂行 

第１７回 
Microsoft Word：クリップアート、図
形描画、罫線など 

事前学習 
事前配布されるワープロソフトのサンプルをもとにメディア

の挿入を試してみる。 

事後学習 
クリップアート、図形描画、罫線などを利用した演習課題の遂
行。 

第１８回 
Microsoft Word：さまざまな機能を用
いたレポート文書の作成 

事前学習 
事前配布されるワープロソフトのサンプルをもとにどのよう
な機能を利用すれば作成可能であるかを検討する。 

事後学習 さまざまな機能を用いたレポート課題の作成 

第１７回 Microsoft Excel：表計算ソフトとは 

事前学習 
教科書 pp.167～168を読み、表計算ソフトを用いるメリットに

ついて理解する。 

事後学習 
表計算ソフトはどのような時に利用すると有効であるか自ら
まとめる。 

第１８回 
Microsoft Excel：データの入力（数値
データと文字データ）、セルの操作 

事前学習 
教科書 pp.169～177を参照し、基本操作の注意点について理解
する。 

事後学習 データ入力を主とした講義課題の遂行 

第１９回 
Microsoft Excel：数式の利用、セルの
相対参照と絶対参照 

事前学習 
教科書 pp.188～191を参照し、数式の演算記号・参照とは何か

について理解する。 

事後学習 数式を利用した講義課題の遂行 



 

 

第２０回 
Microsoft Excel：基本的な関数の利用

（合計、平均など）、グラフの作成 

事前学習 
教科書 pp.193～195,pp.204～211を参照し、関数とは・関数の

入力方法・グラフの作成について学んでおく。 

事後学習 関数を利用した講義課題の遂行 

第２１回 
Microsoft Excel：関数の利用、IF 関
数の入れ子など 

事前学習 
教科書 pp.196～199 を参照し、IF 関数とは、関数の入れ子に
ついて学んでおく。 

事後学習 IF関数を利用した講義課題の遂行 

第２２回 
Microsoft Excel：さまざまな関数の応

用 

事前学習 
教科書 p.201 および事前配布資料を参照し Excel における日

付の扱い、その他関数について学んでおく。 

事後学習 さまざまな関数を利用した講義課題の遂行 

第２３回 
Microsoft Excel：データの処理、並べ
替え、フィルタリングなど 

事前学習 
教科書 pp.226～235 を参照しデータの処理について学んでお
く。 

事後学習 データ処理を行う講義課題の遂行 

第２４回 総合演習（０） 

事前学習 
事前に配布される Word,Excel を連携させた文章を作成するに

は、どのような機能を用いればよいのかを検討する。 

事後学習 演習時間中の課題および追課題の遂行 

第２５回 総合演習（１） 

事前学習 
事前に配布される Word,Excel を連携させた文章を作成するに
は、どのような機能を用いればよいのかを検討する。 

事後学習 演習時間中の課題および追課題の遂行 

第２６回 総合演習（２） 

事前学習 
事前に配布される Word,Excel を連携させた文章を作成するに

は、どのような機能を用いればよいのかを検討する。 

事後学習 
演習時間中の課題および追課題の遂行 
サイトを完成させる。 

第２７回 
総合的な演習：Microsoft Excel の総
復習 

事前学習 これまでの Excelの演習問題を再度試してみる。 

事後学習 演習時間中の課題および追課題の遂行 

第２８回 本講義のまとめ 

事前学習 これまでの演習問題を再度試してみる。 

事後学習 演習時間中の課題の遂行 

課題研究 1 

 
演習課題：第 11回〜第 18回の演習をもとに，第 18回にて配布される資料を，Wordを用いて作成する． 
提出期限：第 19回授業時 

事後学習：他の人の成果物を参考に，作成した資料の改善点を検討する 

課題研究 2 
演習課題：第 11回〜第 23回の演習をもとに，第 27回にて配布される資料を，Word，Excelを用いて作成する． 
提出期限：第 28回授業時 

事後学習：他の人の成果物を参考に，作成した資料の改善点を検討する 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 GEBS1104 

２．授業担当教員 二村 泰弘 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基

礎知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、

国内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コ

ミュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習する

と共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践でき

るようになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェア

に関する基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

テーマ毎に、授業内容に基づく課題を出題する。受講者には、課題要件を満たす作品やファイル（文書ファ

イル、表計算ファイル、プレゼンテーションファイルなど）を作成すること、そしてそれらを指示された手

続き（電子メールなど）で提出することが求められる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】システムテクニカルサービス著『情報処理入門 Windows10 版 −Office2016 対応−』システムテ

クニカルサービス、2017。 

【参考書】講義の中で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身

に付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OS やハードウェアに関する基礎的な知識が

身についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をするときは、理由を書面にて提出すること。 

なお、受講者の状況に応じて講義内容を一部変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 
初回の授業で通知する。面談に際しては、事前にメール等で連絡することが望ましい。 

ｙａｆｕｔａｍｕ＠ｅｄ．ｔｏｋｙｏ－ｆｕｋｕｓｈｉ．ａｃ．ｊｐ 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション、Windows の起動と終了、フ

ァイル操作、フォルダ操作 

事前学習 教科書 pp.1～20 および pp.33～42 を読む。 

事後学習 Windows の基本操作を復習する。 

第２回 
情報通信機器の利用（１）：インターネットを利用

した情報収集の基礎①www ブラウザの利用 

事前学習 教科書 pp.21～27 を読む。 

事後学習 www ブラウザを利用する。 

第３回 
情報通信機器の利用（２）：インターネットを利用

した情報収集の基礎②www ブラウザによる検索 

事前学習 教科書 pp.28～32 を読む。 

事後学習 検索機能を活用してみる。 

第４回 
情報通信機器の利用（３）：インターネットを利用

した情報伝達の基礎①電子メールの利用 

事前学習 教科書 pp.365～373 を読む。 

事後学習 電子メールを利用する。 

第５回 
情報通信機器の利用（４）：インターネットを利用

した情報伝達の基礎②電子メールのマナー 

事前学習 教科書 pp.106～107 を読む。 

事後学習 電子メールのマナーを復習する。 

第６回 情報通信機器の利用（５）：総合演習 
事前学習 教科書のこれまでの範囲を復習する。 

事後学習 これまでの課題を仕上げる。 

第７回 
文書作成ソフトウェア（１）：ソフトウェアの基本

操作 

事前学習 教科書 pp.116～135 を読む。 

事後学習 Word での文書作成を復習する。 

第８回 文書作成ソフトウェア（２）：表の作成 
事前学習 教科書 pp.136～149 を読む。 

事後学習 Word での表の作成を復習する。 

第９回 文書作成ソフトウェア（３）：文書の編集 

事前学習 教科書 pp.150～168 を読む。 

事後学習 Word での文書の編集を復習する。 



 

 

 

第１０回 文書作成ソフトウェア（４）：図の利用 
事前学習 教科書 pp.169～186 を読む。 

事後学習 「ペイント」での図形描画などを復習する。 

第１１回 
文書作成ソフトウェア（５）：文書の飾り付け、図

形描画など 

事前学習 教科書 pp.169～186 を読む。 

事後学習 Word での図形描画などを復習する。 

第１２回 文書作成ソフトウェア（６）：その他の便利な機能 
事前学習 教科書 pp.187～194 を読む。 

事後学習 Word での文章校正機能などを復習する。 

第１３回 文書作成ソフトウェア（７）：総合演習 
事前学習 教科書「Word 編」の全範囲を復習する。 

事後学習 課題を仕上げる。 

第１４回 
プレゼンテーションソフトウェア（１）：ソフトウ

ェアの基本操作 

事前学習 教科書 pp.292～307 を読む。 

事後学習 PowerPoint でのファイル作成を復習する。 

第１５回 
プレゼンテーションソフトウェア（２）：図表の作

成、アニメーションなど 

事前学習 教科書 pp.292～307 を読む。 

事後学習 PowerPoint でのファイル作成を復習する。 

第１６回 

プレゼンテーションソフトウェア（３）：効果的プ

レゼンテーションの基礎知識①プレゼンテーション

に向けてのファイル作成 

事前学習 教科書 pp.308〜319 を読む。 

事後学習 発表に向け PowerPoint でファイルを作成する。 

第１７回 

プレゼンテーションソフトウェア（４）：効果的プ

レゼンテーションの基礎知識②プレゼンテーション

に向けての発表原稿作成 

事前学習 教科書 pp.320〜324 を読む。 

事後学習 発表に向け PowerPoint でファイルを作成する。 

第１８回 プレゼンテーションソフトウェア（５）：発表 
事前学習 プレゼンテーションの準備を行う。 

事後学習 プレゼンテーションを振り返る。 

第１９回 
プレゼンテーションソフトウェア（６）：発表と振

り返り 

事前学習 プレゼンテーションの準備を行う。 

事後学習 プレゼンテーションを振り返る。 

第２０回 
表計算ソフトウェア（１）：ソフトウェアの基本操

作 

事前学習 教科書 pp.196～213 を読む。 

事後学習 Excel の基本操作を復習する。 

第２１回 表計算ソフトウェア（２）：表の作成 
事前学習 教科書 pp.214〜222 を読む。 

事後学習 Excel でのファイル作成を復習する。 

第２２回 表計算ソフトウェア（３）：表の印刷 
事前学習 教科書 pp.223〜229 を読む。 

事後学習 Excel での表の作成と印刷について復習する。 

第２３回 表計算ソフトウェア（４）：相対参照と絶対参照 
事前学習 教科書 pp.230〜237 を読む。 

事後学習 Excel の相対参照と絶対参照について復習する。 

第２４回 
表計算ソフトウェア（５）： さまざまな関数の利用

（IF 関数など) 

事前学習 教科書「Excel 編」のこれまでの範囲を復習する。 

事後学習 Excel のさまざまな関数について復習する。 

第２５回 表計算ソフトウェア（６）：グラフの作成 
事前学習 教科書 pp.238〜255 を読む。 

事後学習 Excel でのグラフ作成を復習する。 

第２６回 表計算ソフトウェア（７）：複数のシートの連携 
事前学習 教科書 pp.256〜268 を読む。 

事後学習 Excel での 3D 参照について復習する。 

第２７回 
表計算ソフトウェア（８）：データの並べ替え・抽

出 

事前学習 教科書 pp.269〜285 を読む。 

事後学習 Excel のデータベース利用を復習する。 

第２８回 表計算ソフトウェア（９）：総合演習 
事前学習 教科書「Excel 編」の全範囲を復習する。 

事後学習 課題を仕上げる。 

課題研究 

1 
課題研究テーマ：教科書 80 ページから 113 ページを読み、情報通信機器を利用するうえで注意すべき、インターネッ

トを取り巻くさまざまな問題（例：コンピュータウイルス、著作権など）について、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：ウイルス対策、著作権の保護についてよく考え、実際に行動する。 

  



 

 

課題研究 

2 
課題研究テーマ：教科書 135 ページ（ただし、⑦を除く）及び 186 ページの課題を完成させ、メールで提出しなさい。 

実施時期：第 13 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業後 1 週間以内に提出する。 

事後学習：「Word 編」の全範囲を復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 
GECM2304 

GECM2104 
２．授業担当教員 丹 洋一 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

情報処理演習 I の内容は、情報の利用者側（受け手）の観点の内容が主であったが、本講義では、情報

の作成、加工、発信に関する内容を取り扱う。 

マルチメディア情報の作成や、Web 技術等は、現代社会の様々な局面で必要とされており、かつ、一部

の専門家が、これを担うのではなく、広く一般の人々が行うようになってきている。講義では、実習等を

通して、情報発信者、あるいはコンテンツの作成者としての基礎的な素養を身に付ける。 

８．学習目標 

情報の発信者、作成者として必要な基礎技能を習得すると共に、社会の情報化の進展に伴って様々な問

題が顕在化している現状に鑑み、技術的側面だけでなく、情報そのものや情報機器、コンピュータネット

ワークを取り扱う際にどの様な姿勢で臨むべきかに関しても学習し、説明できるようになる事を目標とす

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業のレベルを満たすSiteを作成できる知識・技能を各自が習得するため，以下の課題に取り組む。 

課題１（春期期末課題） SEOに則ったSiteを，HTMLとCSSにより構築し運用する。 

課題２（秋期期末課題） JavaScript言語のプログラミングを習得し，自Siteに適用する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】授業内で，教材を提示する（複数の最新書籍の指定では高額になるため）。 

【参考書】必要に応じて授業内で参考書を紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.Webを使った情報発信者としての基礎的な技術を身に付けているか。 

2.情報そのものや情報機器・ネットワークを扱うことの有効性やリスクについて理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加 30％ 

2.課題や日常の学習状況 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

先に学習した情報処理演習Ⅰを進めて、Ⅱではクリエイターとして Web ページの制作やプログラミング

に取り組むことになる。ICT の情報をただ受動的に取得するだけにとどまらず、自分が情報を生産する経

験をすることは、世の中にあふれる情報に対する自分の姿勢を能動的に変えていくことにもつながる。 

授業に対しては、学んだ文法や利用法を再生するだけの学習ではなく、学んだことを工夫・発展させ、

自分の作品としての Webページ・プログラムを完成させてほしい。 

1.学生証を必ず持参し，授業中は机上に提示しておくこと。（出席点検・加減点に使用するため。） 

2.正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

3.私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

4.記名済の USBを必ず持参すること。毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

13．オフィスアワー Office-Hourは第 1回に提示する。予約済時間で無駄足にならぬよう，E-mailで Appointmentをとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

【ICTモラル】 

著作権・肖像権・パブリシティー権 

無料ホームページサービスへの申請 

事前学習 シラバス・著作権を調べる。 

事後学習 プロバイダへの申請をする。 

第２回 
Ez-htmlの使用方法，headと bodyの記述，CSSと html

の記述方法，#タグ，色の記述，メモの仕方 

事前学習 春期期末課題作品のイメージを持つ。 

事後学習 
春期期末課題作品の構想を決定する。Ez-html

の操作の復習をする。 

第３回 

【ベースのページの作成】 

①ヘッダー部分の作成 

Site 名の記述，パンくずリストの作成，トップのリン

クメニュー，H1 タグの記述 

事前学習 Siteの基本構造を調べる。 

事後学習 ヘッダー部分やパンくずリストを修正する。 

第４回 
Google Add Words の使用方法，keywordsの決定，title

の記述 

事前学習 Metaタグについて調べる。 

事後学習 keywords・titleについて復習をする。 

第５回 
②サイドメニュー部分の作成 

リストの記述 

事前学習 リストのタグを調べる。 

事後学習 サイドメニュー部分を修正する。 

第６回 
③メイン部分の作成 

囲み，marginと padding，文章の記述 

事前学習 文書領域について調べる。 

事後学習 文書領域のサイズや配置を修正する。 

第７回 
画像の修正 

写真やイラストの挿入 

事前学習 画像の拡張子について調べる。 

事後学習 画像を修正・挿入してみる。 

第８回 
④フッター部分の作成 

常時掲載項目の記述 

事前学習 footerについて調べる。 

事後学習 不足している素材を集める。 

第９回 
ベースのページの完成 

レイアウト・色彩デザインの最終仕上げ 

事前学習 色彩デザインについて調べる。 

事後学習 ベースのページを完璧に仕上げる。 

第１０回 
【サイトの構築と運用】 

CSSの追い出し，ページの複数化 

事前学習 Siteの構造について調べる。 

事後学習 Siteのファイル・フォルダ構成を修正する。 



 

 

 

第１１回 
Site全体の構造化 

作業しやすいサイトの構造化 

事前学習 他のページの作成を進める。 

事後学習 Siteのフォルダ構造を修正する。 

第１２回 
複数ページの作成 

サイトの複数ページの改訂 

事前学習 複数ページの作成を進める。 

事後学習 複数ページの完成度を高める。 

第１３回 
作品の発表会を実施する。お互いの作品の評価し合い、

自分の作品の改良にもつなげていく。 

事前学習 春期提出作品を完成させる。 

事後学習 自分の作品を改良する。 

第１４回 
Google Webmasters toolsについて 

作品の確認と春期作品の提出 

事前学習 Google Webmasters tools について調べる。 

事後学習 春期作品を修正してアップロードする。 

第１５回 
【SEO対策による改善】 

LPOの適用 

事前学習 LPOについて調べる。 

事後学習 秋季期末課題の構想を練る。 

第１６回 
2つの Site mapの作成 

XML-Sitemaps Generator について 

事前学習 Site mapについて調べる。 

事後学習 XML-Sitemaps Generatorの操作の復習をする。 

第１７回 
アクセス解析ツール 

Google Analytics の使用について 

事前学習 アクセス解析ツールについて調べる。 

事後学習 Google Analytics の操作の復習をする。 

第１８回 
外部対策とサテライトブログ 

サテライトブログの作成 

事前学習 外部対策について調べる。 

事後学習 作成したサテライトブログを修正してみる。 

第１９回 

【動的ページの作成】 

JavaScriptについて 

ソースの基本的な記述 

事前学習 JavaScriptについて調べる。 

事後学習 入力したソースを修正・復習する。 

第２０回 
JavaScriptについて 

メモの活用 

事前学習 JavaScriptのソースについて調べる。 

事後学習 自分の Siteへの適用の構想を練る。 

第２１回 
HTML に働く JavaScript について 

デバックの作法 

事前学習 HTML に働く JavaScriptについて調べる。 

事後学習 入力したソースを修正・復習する。 

第２２回 
HTML に働く JavaScript について 

イベントハンドラと function 

事前学習 HTML に働く JavaScriptについて調べる。 

事後学習 自分の Siteへの適用の構想を練る。 

第２３回 
CSSに働く JavaScript について 

ifを使ったイベントの仕分け 

事前学習 CSSに働く JavaScript について調べる。 

事後学習 入力したソースを修正・復習する。 

第２４回 
CSSに働く JavaScript について 

タブ式ページの完成 

事前学習 CSSに働く JavaScript について調べる。 

事後学習 自分の Siteへの適用の構想を練る。 

第２５回 

【WEBを活用した問題発見・問題解決能力】 

JavaScriptの自サイトへの移植 

バナー作成とアップ 

事前学習 JavaScriptの適用について調べる。 

事後学習 該当回のページを自 Siteに移植・修正する。 

第２６回 
他の JavaScript を適用してみる 

ファビコンの作成とアップ 

事前学習 Web検索により他の JavaScriptを調べる。 

事後学習 自分の Siteへ適用する。 

第２７回 
他の JavaScript の適用を完成させる 

アクセス解析・Metaタグ・サイトマップの確認 

事前学習 Web検索により他の JavaScriptを調べる。 

事後学習 自分の Siteへの適用を完了させる。 

第２８回 講義のまとめ・秋期最終作品の提出 
事前学習 講義終了後のサイト発展の構想を練る。 

事後学習 講義全体の復習・秋期最終作品のアップロード 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：HTML,画像を用いた HTMLページを完成させる。 

提出形式：サーバーの提出フォルダーに、自分のフォルダーをつくり、そこに自分の HTML作品を提出する。 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第８回の開始時に提出する。提出後、疑問点・改良点などについての質疑応答を、第９回の授業内容と合わ

せて実施する。 

事後学習：質疑応答で学んことを元に、自分の作品を修正して、再提出する。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：HTML,CSSを用いた段組みのある Webページをメインページ＋サブ５ページ以上作成する。 

提出形式：サーバーの提出フォルダーに、自分のフォルダーをつくり、そこに自分の作品を提出する。 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の開始時に提出する。提出後、１３回の授業内容にそって、お互いの作品を評価し合う。 

事後学習：作品発表会で学んことを元に、自分の作品を修正して、再提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 GECM2104 

２．授業担当教員 清水 文也 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

情報処理演習 I の内容は、情報の利用者側（受け手）の観点の内容が主であったが、本講義では、情報の

作成、加工、発信に関する内容を取り扱う。 

マルチメディア情報の作成や、Web 技術等は、現代社会の様々な局面で必要とされており、かつ、一部の

専門家が、これを担うのではなく、広く一般の人々が行うようになってきている。講義では、実習等を通し

て、情報発信者、あるいはコンテンツの作成者としての基礎的な素養を身に付ける。 

８．学習目標 

情報の発信者、作成者として必要な基礎技能を習得すると共に、社会の情報化の進展に伴って様々な問題

が顕在化している現状に鑑み、技術的側面だけでなく、情報そのものや情報機器、コンピュータネットワー

クを取り扱う際にどの様な姿勢で臨むべきかに関しても学習し、説明できるようになる事を目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

春期： サイト制作課題とマルチメディア教材制作課題 

秋期： プログラミング課題の振り返りレポート 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】必要な資料は講義時に配布します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.Webを使った情報発信者としての基礎的な技術を身に付けているか。 

2.情報そのものや情報機器・ネットワークを扱うことの有効性やリスクについて理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加 30％ 

2.課題や日常の学習状況 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 本科目は、教員を目指す学生向けに Google Drive による「クラス管理用情報発信・共有サイト制作演習」

と「マルチメディア教材制作演習」及び、「小学校プログラミング教育実技演習」の三部で構成されています。

今後はどの分野に携わる人でも「情報」を扱うだけではなく、新しく生み出し発信していくことが求められ

る時代です。その情報発信者として、創造することの難しさや発信する内容に責任を持つことの重みについ

ても学んでいきましょう。 

 春期には、教員として担任クラスの生徒や保護者向けに情報を発信するサイトの制作を行っていきます。

データ公開の可否判断や利便性を理解しながら、オリジナルの Web サイト制作にチャレンジしていただきま

す。また、「マルチメディア教材」をテーマにマルチメディアの作成・加工・発信を様々なツールを駆使して

実施していきます。 

 秋期では、小学校で導入される「プログラミング教育」について、教員の立場を意識しながら取り組んで

いただきます。結果よりも積極的な演習への参加を評価します。連続性のある構成になっていますので、欠

席や遅刻のないようにしてください。 

※本科目は通年科目ですので、秋期になったとしても履修変更はできません。 

※事前に「Googleアカウント」を取得しておいてください。 

13．オフィスアワー 初回時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

Webの仕組み 

 ・授業ガイダンス（出席登録と注意事項など） 

 ・Webの仕組みを理解する 

事前学習 Webについて調べておく 

事後学習 Webの仕組みについて復習しておく 

第２回 

クラス情報発信サイト制作演習(1) 

 ・生徒と保護者向けの情報発信サイト制作  

 ・学校や生徒の各関連データ公開の可否判断 

事前学習 Googleアカウントを取得しておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第３回 

クラス情報発信サイト制作演習(2) 

 ・学級通信等の文書ファイル（PDF形式）掲載 

 ・地図や画像、授業動画の掲載（反転授業など） 

事前学習 学校関連の行事や資料について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第４回 

クラス情報発信サイト制作演習(3)  

 ・スマホでレイアウトと動作を確認 

 ・各種テスト＆アンケートの集計作業 

事前学習 学校関連の行事や資料について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第５回 

マルチメディア教材制作(1) 

 ・マルチメディア教材の有用性について 

 ・マルチメディア教材制作の題材を検討 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第６回 
マルチメディア教材制作(2) 

 マルチメディア教材制作の試作を検討 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 期限までに個人演習を完成させておく 

第７回 
マルチメディア教材制作(3) 

 グループ演習によるマルチメディア教材制作 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第８回 
マルチメディア教材制作(4)  

 グループ演習によるマルチメディア教材制作 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第９回 
マルチメディア教材制作(5)  

グループ演習によるマルチメディア教材制作 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 



 

 

 

第１０回 
マルチメディア教材制作(6)  

グループ演習によるマルチメディア教材制作 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 マルチメディア教材を完成させておく 

第１１回 
マルチメディア教材による模擬授業(1) 

 各グループによる模擬授業を実施 

事前学習 模擬授業リハーサルを実施しておく 

事後学習 模擬授業の反省点を改善しておく 

第１２回 
マルチメディア教材による模擬授業(2) 

 各グループによる模擬授業を実施 

事前学習 模擬授業リハーサルを実施しておく 

事後学習 模擬授業の反省点を改善しておく 

第１３回 
マルチメディア教材による模擬授業(3) 

 各グループによる模擬授業を実施 

事前学習 模擬授業リハーサルを実施しておく 

事後学習 模擬授業の反省点を改善しておく 

第１４回 

小学校プログラミング教育実技演習(1) 

 ・プログラミング的思考力とは 

 ・「アルゴリズム」とは何かを理解する 

事前学習 プログラミング的思考力について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第１５回 

小学校プログラミング教育実技演習(2) 

 ・フローチャート図（同期／非同期処理） 

 ・「国語科（表現）」のプログラミング教育 

事前学習 フローチャート図について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第１６回 

小学校プログラミング教育実技演習(3) 

 ・日常、学校、社会、国内の中のアルゴリズム 

 ・プロセスモデリング技法の活用 

事前学習 プロセスモデリングについて調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第１７回 

小学校プログラミング教育実技演習(4) 

 ・ビジュアルプログラミング言語（Scratch3.0） 

 ・書写によるプログラミング演習でコツをつかむ 

事前学習 Scratchについて調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第１８回 

小学校プログラミング教育実技演習(5) 

 ・「算数科（図形）」のプログラミング教育 

・「効率的」なプログラミングとは 

事前学習 「算数科（図形）について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第１９回 

小学校プログラミング教育実技演習(6) 

 ・「音楽科（ピアノ）」のプログラミング教育 

・応用としてアンサンブルにチャレンジ 

事前学習 DTMについて調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２０回 

小学校プログラミング教育実技演習(7) 

 ・プログラムの幅を広げる「変数」を理解 

・変数とリストを使用する意図を理解 

事前学習 変数について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２１回 

小学校プログラミング教育実技演習(8) 

 ・「総合的な学習の時間」のプログラミング教育 

 ・プログラムを「作る側と利用する側」とは 

事前学習 総合的な学習の時間について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２２回 

小学校プログラミング教育実技演習(9) 

 ・プログラムの関数化を理解する 

 ・Excel関数をプログラミング 

事前学習 関数について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２３回 
プログラミング実技課題～基礎～(1) 

 アンプラグド・プログラミング課題 

事前学習 これまでのアンプラグド課題を復習しておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２４回 
プログラミング実技課題～基礎～(2) 

 アンプラグド・プログラミング課題 

事前学習 これまでのアンプラグド課題を復習しておく 

事後学習 課題を期限までに完成させておく 

第２５回 
プログラミング実技課題～応用～(1) 

 ビジュアルプログラミング課題 

事前学習 これまでのプログラミングを復習しておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２６回 
プログラミング実技課題～応用～(2) 

 ビジュアルプログラミング課題 

事前学習 これまでのプログラミングを復習しておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２７回 
プログラミング実技課題～応用～(3) 

ビジュアルプログラミング課題 

事前学習 これまでのプログラミングを復習しておく 

事後学習 課題を期限までに完成させておく 

第２８回 
小学校プログラミング教育レポート 

 振り返りレポート課題（指導者として） 

事前学習 制作で学んだことを考えておく 

事後学習 期限までにレポートを仕上げて提出すること 

課題研究 1 課題テーマ ：クラス情報発信サイト制作課題 

       第 1回～第 4回の演習内容を踏まえて、課題を完成させる。 

課題ファイル：第 4回に配布する。 

実施時期  ：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限  ：第 5回の授業開始時に提出する。 

       提出後、課題内容について質疑応答・意見交換を教室で行う。 

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

事後学習  ：サイト制作の注意点や方法を復習しておく 

課題研究 2 課題テーマ ：マルチメディア教材制作振り返りレポート 

       第 5回～第 13回の講義内容を踏まえて、レポートを完成させる。 

課題ファイル：第 13回にレポートファイルを配布する（フォーマットに書き込む）。 

実施時期  ：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限  ：第 14回の授業開始時に提出する。 

       提出後、課題内容について質疑応答・意見交換を教室で行う。 

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

事後学習  ：マルチメディア教材制作の注意点や方法を復習しておく 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅲ （4 単位） 

３．科目番号 GECM3304 

２．授業担当教員 丹 洋一 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この講義では、「情報処理演習Ⅰ」や「情報処理演習Ⅱ」で学んだ基礎知識や技術を基にして、さらに発

展的な内容を具体的な事例を用いて学習する。事例と演習により、これまでに学んだ情報処理をどのよう

な場面で活用できるのかを学ぶ。そのため、コンピュータを使った数値計算にとどまらず、さらに大きな枠

組みで情報処理について考えていく。具体的には、プログラミング言語として VBA言語を取り上げ、プロ

グラミングを構成する基本要素を、演習を行いながら学んでいく。また、データ分析に関しても扱い、調査

や実験の結果を導くために必要な技法を学ぶ。 

８．学習目標 

 情報処理において、コンピュータを使うための知識や技術は重要である。しかし、コンピュータは何かの

目的を達成するための道具であるという一面もある。そこで本講義では、履修者自らがコンピュータを使

いこなすための具体的な方法を調べて、どのようにしたらその目的を達成できるのかを考える。そのよう

な考え方や姿勢を習得し、操作できるようになることが本講義の目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題1 VBAとExcelを連携させた有用なプログラム (春期)   

課題2 フォーム、関数を用いた有用なプログラムとそれに関するレポート (秋期) 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

近田伸矢・早坂清志，『10日でおぼえる Excel VBA 入門教室 Excel2013/2010/2007/2003対応』翔泳社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．Excelなどを用いたデータ分析の内容について理解できているか。 

２．VBAの基本的な事項を理解し、自分でプログラムを作成できるか。 

３．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業において課されるレポートや課題 30％ 

３．最終課題 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

問題発見・問題解決能力等の高度な思考が求められている現在，有能な社会人に必須となる基礎は，「他

者に比べ数倍も正確で高速な事務作業能力」である。手作業では不可能な「数倍も正確で高速な事務作業能

力」は，PCと OAによる事務作業自動処理であるため，VBAのプログラミング能力習得によって実現できる。 

本講義を履修することにより，異次元の事務作業能力を習得する契機をつかむことができる。 

１．学生証を必ず持参し，授業中は机上に提示しておくこと。（出席点検・加減点に使用するため。） 

２．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

３．私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

４．記名済の USBを必ず持参すること。毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

13．オフィスアワー Office-Hourは第 1回に提示する。予約済時間で無駄足にならぬよう，E-mailで Appointmentをとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション，講義でのルール，端末使用の厳

守事項，環境整備，著作権等の確認 

事前学習 

教科書を購入し，ORIENTATION pp.1～12 を読

んで，大切なポイントにアンダーラインを引

く。 

事後学習 シラバスを確認し，学習の先見をする。 

第２回 環境整備とマクロの記録 

事前学習 
教科書の LESSON 01 pp.13～19を読んで，大切

なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第３回 マクロの中身の確認 

事前学習 
教科書のLESSON 02 pp.20～29を読んで，大切なポ

イントにアンダーラインを引く。 

 

 

 

 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第４回 記録したマクロの編集 

事前学習 
教科書のLESSON 03 pp.30～39を読んで，大切なポ

イントにアンダーラインを引く。 

 

 

 

 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第５回 プログラミングの基本 

事前学習 
教科書のLESSON 04 pp.40～51を読んで，大切なポ

イントにアンダーラインを引く。 

 

 

 

 

 

 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 



 

 

 

第６回 条件分岐と繰り返し処理 

事前学習 
教科書のLESSON 05 pp.52～66を読んで，大切なポ

イントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第７回 基本的なセルの選択方法 

事前学習 
教科書のLESSON 06 pp.67～77を読んで，大切なポ

イントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第８回 
選択範囲を基準にセルを選択する 

空白セルや数値のセルのみを選択する 

事前学習 
教科書のLESSON 07・08 pp.78～93を読んで，大切

なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第９回 
計算結果や数式をセルに入力する 

セルを装飾する 

事前学習 
教科書のLESSON 09・10 pp.94～109を読んで，大切

なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１０回 
セル範囲をコピーする 

ワークシートのコピーと表示・非表示の設定 

事前学習 
教科書のLESSON 11・12 pp.110～125を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１１回 
ワークシートを連続印刷する 

ブックを開く・閉じる 

事前学習 
教科書のLESSON 13・14 pp.126～139を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１２回 

特定のフォルダー内のブックをすべて開く 

イベントプロシージャ―で動作に対して処理を実行す

る 

事前学習 
教科書のLESSON 15・16 pp.140～153を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１３回 プログラム発表会（課題１） 

事前学習 発表会とプログラム作品提出の準備をする。 

事後学習 前期の学習での自己課題の改善策をまとめる。 

第１４回 

イベントプロシージャを使って宝さがしゲームを作成

する 

ユーザーから情報を受け取る 

事前学習 
教科書のLESSON 17・18 pp.154～170を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１５回 
データを並べ替える 

フィルターで必要な情報を抜き出す 

事前学習 
教科書のLESSON 19・20 pp.171～187を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１６回 
複雑な検索システムを構築する 

CSV形式のファイルを読み込む 

事前学習 
教科書のLESSON 21・22 pp.188～203を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１７回 
テキストファイルのデータを読み込んで加工する 

範囲を指定してグラフを描画する 

事前学習 
教科書のLESSON 23・24 pp.204～221を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１８回 
グラフをコピーして並べる 

セルの値に応じて図形を変化させる 

事前学習 
教科書のLESSON 25・26 pp.222～232を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１９回 
エラー時に処理を継続する 

処理を高速化する 

事前学習 
教科書の LESSON 27・28 pp.233～246 を読ん

で，大切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２０回 
フローチャートを書いて計画を立てる 

フローチャートを元にマクロを作成する 

事前学習 
教科書のLESSON 29・30 pp.247～261を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２１回 
複数のブックを集約させる① 

複数のブックを集約させる② 

事前学習 
教科書のLESSON 31・32 pp.262～273を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 



 

 

第２２回 
データが自動更新されるブックを作成する① 

データが自動更新させるブックを作成する② 

事前学習 
教科書の LESSON 33・34 pp.274～284 を読ん

で，大切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２３回 
ユーザー定義関数を作成する 

起動時にパスワード入力が必要なブックを作成する 

事前学習 
教科書の LESSON 35・36 pp.285～299 を読ん

で，大切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２４回 
大量の CSV形式のファイルをまとめる 

EXCELで Wordの文書を編集する 

事前学習 
教科書の LESSON 37・38 pp.300～317 を読ん

で，大切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２５回 

Word文書を一括修正する 

Word用差し込み 

Word用差し込み印刷プログラムを作成する 

事前学習 
教科書の LESSON 39・40 pp.318～339 を読ん

で，大切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２６回 自分のプログラムの作成・修正 

事前学習 プログラムの原案を作成する。 

事後学習 プログラムの作成を進める。 

第２７回 自分のプログラムの改善・動作確認 

事前学習 プログラムの改善を考える。 

事後学習 プログラグラムを完成させる。 

第２８回 プログラム発表会(課題 2)・学習のまとめ 

事前学習 発表会と作品・レポート提出の準備をする。 

事後学習 
自己の課題を明らかにし，さらに学習を進め

る。 

課題研究 

1 

課題研究：指定された、くり返処理・条件分岐・計算を使う VBAマクロ課題を作成する。 

提出形式：サーバーの提出フォルダーに自分のフォルダーを作り、そこに自分の課題を保存する。 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。提出後、質疑応答を第７回の授業内容と合わせて実施する。 

事後学習：質疑応答で学んだことを元に、動作しない課題について修正し、再提出する。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：学んだことをもとに、自分で考えた有用な VBAマクロを作成する。 

提出形式：サーバーの提出フォルダーに自分のフォルダーを作り、そこに自分の課題を保存する。 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。提出後、１３回の授業内容にそって、お互いの作品を評価し合う。 

事後学習：作品発表会で学んことを元に、自分の作品を修正して、再提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅲ （4 単位） 

３．科目番号 GECM3304 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「情報処理演習Ⅰ」「情報処理演習Ⅱ」を履修済であることが望ましい。 

７．講義概要 

この講義では、「情報処理演習Ⅰ」や「情報処理演習Ⅱ」で学んだ基礎知識や技術を基にして、さらに発

展的な内容を具体的な事例を用いて学習する。事例と演習により、これまでに学んだ情報処理をどのよう

な場面で活用できるのかを学ぶ。そのため、コンピュータを使った数値計算にとどまらず、さらに大きな

枠組みで情報処理について考えていく。具体的には、プログラミング言語として VBA言語を取り上げ、

プログラミングを構成する基本要素を、演習を行いながら学んでいく。また、データ分析に関しても扱い、

調査や実験の結果を導くために必要な技法を学ぶ。 

８．学習目標 

 情報処理において、コンピュータを使うための知識や技術は重要である。しかし、コンピュータは何か

の目的を達成するための道具であるという一面もある。そこで本講義では、履修者自らがコンピュータを

使いこなすための具体的な方法を調べて、どのようにしたらその目的を達成できるのかを考える。そのよ

うな考え方や姿勢を習得し、操作できるようになることが本講義の目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

【春期課題】Excel VBAの基本機能を活用した自作プログラムの作成と発表、相互評価 

【秋期課題】Excel VBAのユーザーインターフェース（ユーザーフォームとコントロール）を活用し、デ

ータ分析を行う自作プログラムの作成と発表、相互評価 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

沢内晴彦『エクセル VBA のプログラミングをはじめからじっくりと。』秀和システム、2016。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

日花弘子『自分のペースでゆったり学ぶ Excel VBA』技術評論社、2014。 

川上恭子『Excel VBA でデータ分析』マイナビ、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．Excelなどを用いたデータ分析の内容について理解できているか。 

２．VBAの基本的な事項を理解し、自分でプログラムを作成できるか。 

３．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業において課されるレポートや課題 30％ 

３．最終課題 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

近年、ビッグデータという言葉を耳にする機会が多くなった。これからの社会は知識基盤社会であり、デ

ータや知識、情報をいかに有効活用できるかが鍵となる時代である。本科目ではその入門として、プログ

ラミングを通してデータを処理する技法を学び、演習を通して技術を習得することを目指す。演習は、様々

なビジネス分野で活用されている Excel VBA を用いる。プログラミングの基礎から丁寧に学習・演習し

ていくので、前提知識がなくても履修可能である。ただし、高度な内容を多く含むため、自ら進んで予復

習したり、発展的な学びに取り組んだりする積極的な姿勢を求める。 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識・技能を学ぶ科目であるため、専門

用語等が多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解すること

ができる学習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け

付ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

Excel の基本操作の復習 

マクロと VBA の基本 

事前学習 

教科書の目次を確認し、本科目でどのような

ことを学習するのかについての大まかな見通

しを持っておく。 

教科書の第 1 章を読んでおく。 

事後学習 
学習内容を参考に、Excel のマクロを使って

簡単な処理を記録する。 

第２回 
Excel でマクロを作成する 

マクロと VBA の関係 

事前学習 教科書の第 2 章を読んでおく。 

事後学習 

Excel VBA について、授業で学んだこと以外

にどんな特徴があるのか、インターネットや

参考書等を使って自分なりに詳しく調べる。 

第３回 

Excel VBA の基礎 (2) 

Excel のセルを VBA で操作する方法 

※基礎 (1)は課題研究として実施 

事前学習 教科書の第 3 章を読んでおく。 

事後学習 

Excel のセルを操作することで、どのような

操作が実現できるか検討する。 

 

 



 

 

第４回 
Excel VBA の基礎 (3) 

セルの操作を用いたプログラムの作成 

事前学習 

教科書の第 3 章を再読しておく。 

第 3 回授業で学習した内容を振り返り、復習

しておく。 

事後学習 
作成したプログラムを改良し、機能を追加し

てみる。 

第５回 
Excel VBA の基礎 (4) 

条件分岐と繰り返し：条件分岐 

事前学習 教科書の第 4 章（4-1～4-3）を読んでおく。 

事後学習 
様々な条件分岐を使った簡単なプログラムを

作成してみる。 

第６回 
Excel VBA の基礎 (5) 

条件分岐と繰り返し：繰り返し 

事前学習 教科書の第 4 章（4-4～4-5）を読んでおく。 

事後学習 
条件分岐と繰り返しを用いることで、どのよ

うな操作が実現できるか検討する。 

第７回 
Excel VBA の基礎 (6) 

条件分岐と繰り返しを用いたプログラムの作成 

事前学習 

教科書の第 4 章を再読しておく。 

第 5・6 回授業で学習した内容を振り返り、復

習しておく。 

事後学習 
作成したプログラムを改良し、機能を追加し

てみる。 

第８回 
Excel VBA の基礎 (7) 

VBA 関数 

事前学習 教科書の第 5 章を読んでおく。 

事後学習 
VBA 関数を用いることで、どのような操作が

実現できるか検討する。 

第９回 
Excel VBA の基礎 (8) 

VBA 関数を用いたプログラムの作成 

事前学習 

教科書の第 5 章を再読しておく。 

第 8 回授業で学習した内容を振り返り、復習

しておく。 

事後学習 
作成したプログラムを改良し、機能を追加し

てみる。 

第１０回 
Excel VBA の基礎 (9) 

発展的な VBA のスキル 

事前学習 

教科書の第 1～5 章を再読しておく。 

第 1～9 回授業で学習した内容を振り返り、

復習しておく。 

事後学習 

授業で扱わなかった VBA の様々な機能につ

いて、インターネットや参考書等を使って自

分なりに詳しく調べる。 

第１１回 
Excel VBA を用いた自作プログラムの作成 (1) 

作成するプログラムの検討 

事前学習 

教科書の第 1～5 章を再読しておく。 

第 1～10 回授業で学習した内容を振り返り、

復習しておく。 

事後学習 
課題作品として作成するプログラムの概要を

検討し、作成方針を固める。 

第１２回 

Excel VBA を用いた自作プログラムの作成 (2) 

プログラムの作成 

※作成 (3)は課題研究として実施 

事前学習 

プログラムを作成するためにはどのようなス

キルが必要になるか検討し、不安がある場合

は復習しておく。 

事後学習 
次回授業までにプログラムが完成できるよう

に、宿題として作成を継続する。 

第１３回 
Excel VBA を用いた自作プログラムの作成 (4) 

作品発表会と相互評価 

事前学習 
自分のプログラムについて、特徴や工夫した

点等を発表できるように整理しておく。 

事後学習 
相互評価で得られたアドバイスを元に、プロ

グラムを改良する。 

第１４回 

Excel VBA の復習 

ユーザーインターフェース（ユーザーフォームとコン

トロール）の概要 

事前学習 

春期の本科目で学習した内容を復習し、思い

出しておく。 

教科書の第 6 章を読んでおく。 

事後学習 

ユーザーインターフェース（ユーザーフォー

ムとコントロール）について、授業で学んだ

こと以外にどんな特徴があるのか、インター

ネットや参考書等を使って自分なりに詳しく

調べる。 

第１５回 
ユーザーフォームとコントロールの活用 (1) 

ユーザーインターフェースの作成 

事前学習 

教科書の第 6 章を再読しておく。 

第 14 回授業で学習した内容を振り返り、復

習しておく。 

事後学習 

ユーザーフォームとコントロールを活用し

て、いろいろなユーザーインターフェースを

作成する。 

第１６回 

ユーザーフォームとコントロールの活用 (2) 

「請求書作成ツール」を例としたユーザーインターフ

ェースの実例 

事前学習 教科書の第 7 章を読んでおく。 

事後学習 
教科書の第 7 章で扱っているサンプルプログ

ラムの内容を理解し、自分で作成する。 

第１７回 
ユーザーフォームとコントロールの活用 (3) 

ユーザーインターフェースと機能の関係 

事前学習 教科書の第 8 章を読んでおく。 

事後学習 

教科書の第 8 章で扱っているサンプルプログ

ラムの内容を理解し、自分で作成する。 

 

 



 

 

第１８回 
ユーザーフォームとコントロールの活用 (4) 

ユーザーインターフェースの情報の利用 

事前学習 教科書の第 9 章を読んでおく。 

事後学習 
教科書の第 9 章で扱っているサンプルプログ

ラムの内容を理解し、自分で作成する。 

第１９回 
ユーザーフォームとコントロールの活用 (5) 

ユーザーフォームと様々なコントロール 

事前学習 教科書の第 6～9 章を再読しておく。 

事後学習 
様々なコントロールを活用したユーザーイン

ターフェースを作成する。 

第２０回 
Excel VBA を使ったデータ分析 (1) 

データ分析の基礎 

事前学習 

「データ分析」とは何か、自分なりに調べて

みる（まずは Excel VBA にとらわれず、一般

的な知識を得る）。 

事後学習 
現代社会においてデータ分析がなぜ重視され

ているのか、自分なりの考えを整理する。 

第２１回 
Excel VBA を使ったデータ分析 (2) 

Excel VBA を使った条件付き書式 

事前学習 

Excel の条件付き書式について、「情報処理演

習Ⅰ」等で学習したことを復習し、思い出し

ておく。 

事後学習 
Excel VBAを使って条件付き書式を操作する

プログラムを作成する。 

第２２回 
Excel VBA を使ったデータ分析 (3) 

Excel VBA を使ったグラフ作成 

事前学習 

Excel におけるグラフの作成方法について、

「情報処理演習Ⅰ」等で学習したことを復習

し、思い出しておく。 

事後学習 
Excel VBAを使って様々なグラフを作成する

プログラムを作成する。 

第２３回 
Excel VBA を使ったデータ分析 (4) 

様々な分析手法とその用途 

事前学習 

データ分析に用いられる手法にはどのような

ものがあるのか、インターネットや参考書等

を使って調べておく。 

事後学習 

授業で扱ったデータ分析の手法について、そ

の特徴や用途を自分なりの言葉で説明できる

ように整理する。 

第２４回 
Excel VBA を使ったデータ分析 (5) 

様々な分析手法を Excel VBA で実現する 

事前学習 
第 23 回授業で学習した内容を振り返り、復

習しておく。 

事後学習 
Excel VBAを使って簡単なデータ分析を行う

プログラムを作成する。 

第２５回 
Excel VBA を用いたデータ分析プログラムの作成 (1) 

作成するプログラムの検討 

事前学習 
これまでの授業で学習した内容を振り返り、

復習しておく。 

事後学習 
課題作品として作成するプログラムの概要を

検討し、作成方針を固める。 

第２６回 
Excel VBA を用いたデータ分析プログラムの作成 (2) 

プログラムの作成 

事前学習 

プログラムを作成するためにはどのようなス

キルが必要になるか検討し、不安がある場合

は復習しておく。 

事後学習 
次回授業でプログラムが完成できるように、

宿題として作成を継続する。 

第２７回 
Excel VBA を用いたデータ分析プログラムの作成 (3) 

プログラムの修正と完成 

事前学習 プログラムの作成を継続しておく。 

事後学習 プログラムを完成させ、提出する。 

第２８回 

Excel VBA を用いたデータ分析プログラムの作成 (4) 

作品発表会と相互評価 

授業のまとめ 

事前学習 
自分のプログラムについて、特徴や工夫した

点等を発表できるように整理しておく。 

事後学習 
相互評価で得られたアドバイスを元に、プロ

グラムを改良する。 

課題研究

１ 

課題研究：Excel VBA の基礎 (1) 

VBA の入力と実行、サンプルプログラムの検討 

課題詳細：教科書第 1・2 章の内容を再読し、「教科書の記載に従ったサンプルプログラムの作成」と「与えられた条

件内で自分なりにアレンジした独自プログラムの作成」を行う。課題の条件等、詳細は課題提示時に説明する。 

実施時期：第 2回授業時に課題の詳細を提示し、第 4回授業時に提出する。 

事後学習：各自が作成したプログラムを紹介し合い、相互評価を行う。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポート

サイトにて提供する。 

課題研究

２ 

課題研究：Excel VBA を用いた自作プログラムの作成 (3) 

第 11・12 回授業で作成しているプログラムの修正と完成 

課題詳細：第 11・12 回授業で作成を継続しているプログラムの機能追加やバグ修正、最終調整等を実施し、完成さ

せる。課題の条件等、詳細は課題提示時に説明する。 

事後学習：本研究課題は第 11・12・13 回授業と連動している。本科目における小単元「Excel VBA を用いた自作プ

ログラムの作成」は本来、90 分×3＝270 分（1 コマ授業＋予習復習）を 3 セット費やす（すなわち 810 分相当の作

業時間を費やす）ことで完成するレベルを要求する課題である。この作業時間のうち、2 セット（540 分相当）を第

11・12 回授業として実施し、残りの 1 セット（270 分相当）を本課題とする。これら 3 セット分の学習（演習）の事

後学習として、第 13 回授業で作品発表会と相互評価を行う。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポート

サイトにて提供する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報セキュリティ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3323 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「コンピュータネットワークⅠ・Ⅱ」「コンピュータサイエンスⅠ・Ⅱ」の単位を修得した後に履修するこ

とが望ましい。また、「情報倫理」と併せて履修することを推奨する（履修条件ではないので、どちらか片

方だけの履修でもよく、履修順序も問わない）。 

７．講義概要 

本科目では、コンピュータシステムおよびデータのセキュリティとプライバシー保護について学ぶ。具体

的には、システム保護、システムの信頼性、システムの欠陥への対処、データ保護と暗号、ハッキングとソ

ーシャルエンジニアリングについて演習を通じて、かなり高度な内容にまで踏み込み、情報セキュリティに

関する深い理解を図る。 

８．学習目標 

技術の面、国際および国内規程の面からみた情報セキュリティの基礎を学ぶ。 

IT に関しては、抽象的なことだけではなく、ハッカーの基本的技術を学び、また、今までの様々な事例を

見ながら、情報システムの欠陥をどう探すか、どう防ぐかを考えることができる。 

情報資産への脅威は、最近、ITが大部分を占めているが、IT以外にも多くのリスクが存在する。それらの

リスクの分析、評価の方法についても考えることが出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

情報セキュリティに関する事例を検討し、考察した結果をレポートにまとめる。 

レポートをもとにディスカッションを行い、情報セキュリティについての具体的な心構えをまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

情報処理推進機構『情報セキュリティ読本 五訂版: IT 時代の危機管理入門』実教出版、2018。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

株式会社 SCC 教育事業推進本部セキュリティ教育部編著『最新わかりすぎる情報セキュリティの教科書』エ

スシーシー、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

技術の面、国際および国内規程の面からみた情報セキュリティの基礎を学ぶことができたか。 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、小テスト、課題提出状況など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

高度に情報化が進展した現在、情報セキュリティの基礎知識はすべての人にとって必須のものになったとい

える。しかし、情報セキュリティについて専門的に学ぶ機会を有する人は少なく、世界中で大小様々なトラ

ブルが発生している。本科目を学ぶことにより、自分自身の情報セキュリティに関する知識・技能を向上さ

せることはもちろん、周りの人にそれらを教えることができるレベルまで理解を深めてほしい。 

単に知識を学ぶだけでなく、具体的な事例をもとに情報セキュリティに関する実践的な対応について議論す

る機会を設ける。 

教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専門用語等が

多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解することができる学

習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

情報セキュリティを学ぶ意義、被害事例の検

討、危険の認識と対策 

事前学習 教科書の 1章を読んでおく。 

事後学習 

インターネットや新聞等でニュースを検索し、情報セ

キュリティに関係があると思われる事件・事故を探し、

ノート等に簡潔にまとめる。 

第２回 

個人レベルのセキュリティ対策(1) 

マルウェア、セキュリティ対策の実際、フィッ

シング詐欺、ワンクリック請求 

事前学習 教科書の 3章前半（1～5）を読んでおく。 

事後学習 

個人に関係する様々な脅威とその対策の実際につい

て、いくつかの具体例を挙げながら説明できるように

なる。 

第３回 

個人レベルのセキュリティ対策(2) 

スマートフォンの脅威と対策、無線 LANに潜む

脅威と対策 

事前学習 教科書の 3章後半（6・7）を読んでおく。 

事後学習 

自分自身のスマートフォンや無線 LAN の使い方を見直

し、問題があればすぐに対策を講じる。家族や友人に

もその重要性を説明する。 

第４回 
組織の一員としてのセキュリティ対策 

組織としての対策、従業員としての心得 

事前学習 教科書の 4章を読んでおく。 

事後学習 

自分が希望している進路（会社、業種等）を想定し、

自分がその一員になったときに意識すべき心構えにつ

いて検討する。 

第５回 
情報セキュリティの技術的側面(1) 

アカウント、ID、パスワード、認証 

事前学習 教科書の 5章前半（1・2）を読んでおく。 

事後学習 
自分自身や家族、友人のアカウント等の運用を見直し、

問題があればすぐに対策を講じる。 

第６回 
情報セキュリティの技術的側面(2) 

ポート、ファイアウォール、暗号化 

事前学習 教科書の 5章後半（3～5）を読んでおく。 

事後学習 

情報セキュリティの技術的側面について興味を持った

ものを選び、インターネットや書籍等でより詳しく調

べる。その際、最新の動向も踏まえる。 



 

 

 

第７回 
情報セキュリティ関連の法規と制度(1) 

国際標準、法律 

事前学習 教科書の 6章を読んでおく。 

事後学習 

授業で学んだ国際標準または法律の中から興味を持っ

たものを選び、それが制定された背景や制定後の変遷

等について、インターネットや書籍等で調べる。 

第８回 
情報セキュリティ関連の法規と制度(2) 

知的財産権（著作権等） 

事前学習 

インターネットや新聞等でニュースを検索し、知的財

産権（著作権等）に関係があると思われる事件・事故

を探してみる。 

事後学習 

近年の知的財産権についての動向を整理し、これから

の知的財産権のあり方について自分なりの考えをまと

める。 

第９回 

情報セキュリティに関する団体や資格等 

情報処理推進機構（IPA）、情報セキュリティマ

ネジメント（SG） 

事前学習 教科書の 7章を読んでおく。 

事後学習 

情報セキュリティマネジメント試験（SG）の問題を何

問か解いてみて、このような資格の必要性について考

察する（試験問題は本科目の内容より高度であるため、

必ずしも正解にたどり着く必要はない）。 

第１０回 

情報セキュリティに関する事例の検討(1) 

紹介する事例の選定と概要の調査 

※検討(2)は課題研究として実施 

事前学習 
情報セキュリティに関する事例の中から、授業で取り

上げたいものの候補を複数ピックアップしておく。 

事後学習 紹介する事例を絞り、その詳細について調べる。 

第１１回 

情報セキュリティに関する事例の検討(3) 

事例報告会、ディスカッション(1)：個人レベ

ルの事例 

事前学習 
調査レポートをもとに、発表の準備やリハーサルを行

っておく。 

事後学習 
ディスカッションの結果を受けて、調査レポートの内

容を改善する。 

第１２回 

情報セキュリティに関する事例の検討(4) 

事例報告会、ディスカッション(2)：組織レベ

ルの事例 

事前学習 
調査レポートをもとに、発表の準備やリハーサルを行

っておく。 

事後学習 
ディスカッションの結果を受けて、調査レポートの内

容を改善する。 

第１３回 
講義のまとめ 

これからの情報社会とセキュリティ 

事前学習 
これまでの授業で学んだことを思い出し、復習してお

く。教科書全体を再度通読しておく。 

事後学習 

これからの情報社会で自分自身がどのようにセキュリ

ティ意識を高め、具体的にどのような行動を取るかを

考え、実際に行動していく。 

課題研究

１ 

課題研究：情報セキュリティの基礎 

情報セキュリティとは何か、内外のリスク要因、情報リテラシーと情報倫理 

課題詳細：教科書の 2章を読み、情報セキュリティの基礎について理解を深める。さらに、情報処理推進機構（IPA）

が提供する動画教材を視聴し、その内容の要約や感想、考察等をレポートにまとめる。 

レポート分量：A4用紙数枚程度 

レポート体裁：課題提示時に詳細を説明する 

実施時期：第 1回授業時に課題の詳細を提示し、第 5回授業時に提出する。 

事後学習：各自が作成したレポートを読み合い、相互評価を行う。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポート

サイトにて提供する。 

課題研究

２ 

課題研究：情報セキュリティに関する事例の検討(2) 

事例の詳細調査と考察 

第 10回授業で作成を開始した情報セキュリティに関する事例のレポートを完成させる。 

レポート分量：A4用紙数枚程度 

レポート体裁：課題提示時に詳細を説明する 

実施時期：第 10回授業時に課題の詳細を提示し、第 11回授業の前日までに提出する。 

事後学習：本研究課題は第 10・11・12回授業と連動している。第 10回授業と本課題研究でレポートを作成し、第 11・

12 回授業では事後学習として、事例報告とディスカッションを行う。事後学習相当の学習を別コマで実施するため、

課題研究２についてはレポート作成に第 10回授業学習分の他に、90分×3＝270分相当（1コマ授業＋予習復習）の時

間に見合ったレベルのレポートを要する。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポート

サイトにて提供する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報倫理 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT2305 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

「情報セキュリティ」と併せて履修することを推奨する（履修条件ではないので、どちらか片方だけの履修

でもよく、履修順序も問わない）。 

７．講義概要 

本科目では、情報機器およびインターネットを活用するときの基本的倫理を学習する。また、情報社会にお

ける多様な情報倫理に関する諸問題を把握するとともに、その理論的根拠について考察する。具体的には、

知的所有権、プライバシー、ネチケット、セキュリティなどの情報倫理について解説し、適切な行動様式を

体得することを目標とする。 

８．学習目標 
情報技術を利用する上での安全性やモラル等の諸問題に関して、技術的側面のみでなく、倫理や社会的側面

にも焦点を当てて論じることができるようになる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

授業で学んだことの中から興味を持ったテーマを選択し、さらに深く調査を行うとともに、そのテーマに関

連した近年の事例（事件、ニュース等）を取り上げ、考察を行う。調査・考察した内容はレポートにまとめ、

発表する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

竹之内禎・河島茂生編著『情報倫理の挑戦：「生きる意味」へのアプローチ』学文社、2015。 

【参考書】 

高橋慈子・原田隆史・佐藤翔・岡部晋典『情報倫理：ネット時代のソーシャル・リテラシー』技術評論社、

2015。 

情報教育研究会(IEC)情報倫理教育研究グループ『インターネットの光と影 Ver.6：加害者・被害者にならな

いための情報倫理入門』北大路書房、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．情報技術を利用する上での安全性やモラル等の諸問題に関して、技術的側面を説明できるか。 

２．情報技術を利用する上での安全性やモラル等の諸問題に関して、倫理や社会的側面を説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．平常点(授業への積極的な参加・小テスト・レポート等) 50％ 

２．最終考課(テストもしくは最終課題) 50％ 

12．受講生への 
メッセージ 

「情報倫理」を扱ったテキストには、単なるネット社会の「べからず集」に留まっているものも多くある。

しかし、その内容だけでは真に「倫理」を学んだとは言えない。そもそも、そういったレベルの内容であれ

ば、大学生であればすでに体験的に知っているであろう。本科目ではそういった内容も当然扱うが、さらに

高度で深い「倫理」についての検討を行う。小難しい理屈も多く扱うが、私たちが今まさに生きている情報

社会を扱っているのだという意識を忘れず、積極的に学んでほしい。「倫理」についての前提知識は不問だが、

授業を通して知識の不足を感じる場合は、自主学習で知識を補填することを推奨する。 

情報倫理に関する考え方は日々変化している。教科書・参考書には様々な事例やデータ、研究成果等が掲載

されているが、必要に応じて最新の情報を自分で調べ、知識を更新することを求める。 

教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専門用語等が

多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解することができる学

習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 

情報倫理の目指すもの 

事前学習 教科書の序章を読んでおく。 

事後学習 
教科書が目指している議論の方向性を確認し、第 1章以降の読解の

準備を行う。 

第２回 

苦難を語る場としてのインターネ

ット (1) 

教科書の精読 

事前学習 教科書の第 1章を読んでおく。 

事後学習 
教科書の内容に関連して、最近の事例等にはどのようなものがある

か検索し、その内容について自主的に調査を行う。 

第３回 

苦難を語る場としてのインターネ

ット (2) 

ディスカッションと発展学習 

事前学習 前回の学習内容を踏まえて、教科書の第 1章を再読しておく。 

事後学習 教科書の内容に対する自分の意見を整理する。 

第４回 
インターネット依存 (1) 

教科書の精読 

事前学習 教科書の第 2章とエクステンション①を読んでおく。 

事後学習 
教科書の内容に関連して、最近の事例等にはどのようなものがある

か検索し、その内容について自主的に調査を行う。 

第５回 
インターネット依存 (2) 

ディスカッションと発展学習 

事前学習 
前回の学習内容を踏まえて、教科書の第 2章とエクステンション①

を再読しておく。 

事後学習 教科書の内容に対する自分の意見を整理する。 

第６回 
放送の公共圏の再編 (1) 

教科書の精読 

事前学習 教科書の第 3章を読んでおく。 

事後学習 
教科書の内容に関連して、最近の事例等にはどのようなものがある

か検索し、その内容について自主的に調査を行う。 

第７回 
放送の公共圏の再編 (2) 

ディスカッションと発展学習 

事前学習 前回の学習内容を踏まえて、教科書の第 3章を再読しておく。 

事後学習 教科書の内容に対する自分の意見を整理する。 



 

 

第８回 

知的自由を守る図書館の役割とそ

の支援 (1) 

教科書の精読 

事前学習 教科書の第 4章を読んでおく。 

事後学習 
教科書の内容に関連して、最近の事例等にはどのようなものがある

か検索し、その内容について自主的に調査を行う。 

第９回 

知的自由を守る図書館の役割とそ

の支援 (2) 

ディスカッションと発展学習 

事前学習 前回の学習内容を踏まえて、教科書の第 4章を再読しておく。 

事後学習 教科書の内容に対する自分の意見を整理する。 

第１０回 

ビッグデータの利活用とプライバ

シー・個人情報 (1) 

教科書の精読 

事前学習 教科書の第 5章とエクステンション⑤を読んでおく。 

事後学習 
教科書の内容に関連して、最近の事例等にはどのようなものがある

か検索し、その内容について自主的に調査を行う。 

第１１回 

ビッグデータの利活用とプライバ

シー・個人情報 (2) 

ディスカッションと発展学習 

事前学習 
前回の学習内容を踏まえて、教科書の第 5章とエクステンション⑤

を再読しておく。 

事後学習 教科書の内容に対する自分の意見を整理する。 

第１２回 情報倫理学への模索と展望 

事前学習 教科書の終章を読んでおく。 

事後学習 
教科書の内容に関連して、最近の事例等にはどのようなものがある

か検索し、その内容について自主的に調査を行う。 

第１３回 調査・考察レポート発表会 

事前学習 発表会に向けた最終準備（リハーサル等）を実施する。 

事後学習 
発表会での指摘を踏まえてレポートを再検討し、加筆修正した上で

提出する。 

課題研究
１ 

課題研究：新聞報道の比較、剽窃問題、科学技術とコミュニケーション 

教科書のエクステンション②・③・④を読み、内容を要約するとともに、記述内容に関する事例の検討や独自の考察を

レポートにまとめる。 

レポート分量：A4用紙数枚程度 

レポート体裁：課題提示時に詳細を説明する 

実施時期：第 7回授業時に課題の詳細を提示し、第 10回授業の前日までに提出する。 

事後学習：各自が作成したレポートを読み合い、相互評価を行う。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポートサ

イトにて提供する。 

課題研究
２ 

課題研究：情報倫理についての調べ学習 

調べ学習のテーマとして、授業で学んだことの中から興味を持ったテーマを選択し、自分なり調査・分析・考察してレ

ポートにまとめる。 

レポート分量：A4用紙数枚程度 

レポート体裁：課題提示時に詳細を説明する 

実施時期：第 11回授業時に課題の詳細を提示し、第 13回授業の前日までに提出する。 

事後学習：各自が作成したレポートを読み合い、相互評価を行う（第 15回授業と連動）。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポートサ

イトにて提供する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人権教育 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1305 

GEBS1105 
２．授業担当教員 鈴木 信一郎 

４．授業形態 講義、グループ学習、討議、発表等 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

○人権教育とは「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」（「人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律第２条」）であり、国民は「人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現

に寄与するよう努めなければならない。」（同法律第６条「国民の責務」）とされている。 

○上記の趣旨を受けて、本科目においては、日本及び海外の人権課題（問題）の現状や解決・改善の取り

組みについて理解を深める学習を行う。 

○学校や社会における継続した人権教育の必要性やその在り方を実践的に学習し、人権感覚を磨き、身に

付けられるようにする。 

○人権教育に関わる基本的な法例等についても学習する。 

８．学習目標 

○人権の歴史や日本国憲法における国民の権利について再確認し、重要点についての理解を深めることが

できる。 

○人権教育の根拠法である「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「人権教育・啓発に関する基

本計画」について、目的、基本理念、内容について理解を深めることができる。 

○『人権教育・啓発白書』に示されている我が国の人権課題を把握し、人権尊重に関する現状と諸課題に

ついての理解を深め、人権課題の解決に努めていこうとする姿勢を身に付ける 

○学校や社会において、人権感覚を磨き身に付ける継続した取り組みの必要性について、積極的に授業に

参加し、理解を深めることができる。 

○人権擁護を目的とする種々の国際法（条約）や国内法の概要を理解できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１. レポート課題「人権教育の現状と課題について」 

２. グループ発表時には、一人一人が主体性をもち、他の人との情報共有を図りながら準備を進める。 

３. 人権教育のテーマごとに振り返りを行い、自分の考えをまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 令和元年版 人権教育・啓発白書（秋期は令和２年度版を使用する。） 

【参考資料】『人権について考える２０１９人権って何だろう』公益財団法人人権教育啓発推進センター。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．人権教育の意義及び基礎を理解しているか。    

２．人権問題の現状や解決・改善の取り組みについて自らの問題として理解を深めているか。 

○評定の方法 

グループでの活動、授業への積極的参加度、レポート等を総合して評価する。 

１ グループでの活動             総合点の３０％ 

２ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）   総合点の２０％ 

３ レポート等（小課題、試験を含む）     総合点の５０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

「人権」に対する掘り下げた理解を図り、各自が「人権」問題を自分の課題として意識できるように進め

ていきます。「学校における人権教育」や「子どもの人権」に視点を充てた授業を展開していきますが、教

員志望の人もそうでない人も学べるように進めていきます。様々な人の生き方、言葉等に学びながら、人

権ついて考えるとともに、学校や社会教育等で行われている人権プログラムも体験します。未来を担う子

どもたちの成長と笑顔が輝く社会の実現を共に目指していきましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
科目ガイダンス 人権とは何か 「日本国憲法」「世界

人権宣言」等から理解を深める。 

事前学習 
人権について、自身の体験をもとに自分の考え

を整理する。 

事後学習 人権ついて、自分なりの課題意識を持つ。 

第２回 

人権教育とは何か 「人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律」及び「人権教育・啓発に関する基本計画」

から人権教育について理解を深める。 

事前学習 
これまで自分が経験してきた人権教育の内容や

方法を振り返る。 

事後学習 人権の本質や特徴についてまとめる。 

第３回 

人権教育の基礎① 人権課題の取組 「人権教育・啓

発白書」をもとに「女性」「障害のある人」について理

解を深める。 

事前学習 
教科書の「女性」「障害のある人」を読み、概要

を理解し、気づいたことや疑問点を整理する。 

事後学習 
「女性」や「障害のある人」の人権課題や取組を

ワークシートにまとめる。 

第４回 

人権教育の基礎② 人権課題の取組 「人権教育・啓

発白書」をもとに「高齢者」「同和問題」について理解

を深める。 

事前学習 
教科書の「高齢者」「同和問題」を読み、人権問

題の理由や取組について整理する。 

事後学習 

「高齢者」「同和問題」の事案や課題を知り、そ

の対応や取組をワークシートにまとめ、自分の

考えを持つ。 

第５回 

人権教育の基礎③ 人権課題の取組 「人権教育・啓

発白書」をもとに「その他の人権の取組」について理

解を深める。 

事前学習 
既習の学習を振り返り、身の回りの人権課題に

ついて調べまとめる。 

事後学習 

人権侵害に関する問題点と課題を、ワークシー

トにまとめる。 

 



 

 

第６回 
人権理解の現状と課題 権利の意味と人権教育の必

要性を考える。 

事前学習 
権利という言葉の意味や使われ方について、プ

リントから考える。 

事後学習 人権感覚や人権意識について課題を持つ。 

第７回 
子どもの人権について① 「児童の権利に関する条

約」「こどもの権利に関する条例」等の理解を深める。 

事前学習 
「児童の権利に関する条約」を読み、課題意識を

持つ。 

事後学習 
子どもの人権を尊重する様々な取組を知り、整

理する。 

第８回 子どもの人権について② 人権感覚を育てる取組 

事前学習 プリントから人権感覚を育てる取組を知る。 

事後学習 
人権感覚を育てる方法を知り、ワークシートに

まとめる。 

第９回 
学校における人権教育① 学校における人権尊重の

考え方と人権教育の推進 

事前学習 
教科書やインターネット等から、学校における

人権教育の取組を調べ、問題意識を持つ。 

事後学習 
学校における人権尊重の考え方や取組について

整理する。 

第１０回 

学校における人権教育② 

児童生徒の発達段階をふまえた指導方法の工夫と配

慮事項  

事前学習 
プリントから児童生徒の発達段階や指導方法に

課題意識を持つ。 

事後学習 
指導方法の工夫や配慮事項について、考えをワ

ークシートにまとめる。 

第１１回 
学校における人権教育③ 

実践事例から学ぶ 効果的な学習をめざして 

事前学習 実践事例を見て課題意識を持つ。 

事後学習 
効果的な学習形態、指導方法等についてワーク

シートにまとめる。 

第１２回 

学校における人権教育④ 

実践事例から学ぶ（人として教師として、どのように

人権教育に関わっていくか） 

事前学習 
どのように人権教育を進めていくか、課題意識

を持つ。 

事後学習 
学校、教職員、保護者、地域とどのように連携し

ていくか、考える。 

第１３回 人権教育のまとめ  
事前学習 

今までの学習を振り返り、自分なりの考えをま

とめる。 

事後学習 人権尊重の日常化について考える。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：第１回～第５回の授業内容を踏まえて、「人権課題とその取組」についてレポートにまとめる。 

レポート型式：A４用紙１枚（1,440 字程度） 

実施時期：第５回の授業後に実施する。 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合にはその後も適宜指導する。 

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

課題研究 2 

課題研究テーマ：第７回の子どもの人権の授業内容を踏まえて、「子どもを取りまく人権課題」についてレポートにま

とめる。 

レポート型式：A４用紙１枚（1,440 字程度） 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１１回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合にはその後も適宜指導する。 

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

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人事管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4103 

２．授業担当教員 吉沢 正広 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営学（非営利組織の経営含む）」「経営管理論」「社会政策論」「社会保障論」などと密接に関連している。 

７．講義概要 

 ヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源の中で、「ヒト」は最も重要な資源であると同時に最も管理が困難

な資源と言われている。この授業は、企業などの組織が「ヒト」をどのように効率的に管理しているかにつ

いて学ぶ。 

従来の日本企業の人事管理は、終身雇用や年功賃金を基本的な特徴とする管理を行っていた。企業に入社

すれば定年までの雇用が保障され、勤続を重ねるとともに昇進し、賃金も上がっていた。しかし、1990 年代

以降の日本企業はグローバル化の激しい企業間競争に直面し、従来の人事管理では対応できず、その対応を

迫られた。具体的には、雇用の多様化・流動化、成果主義の導入などがおこなわれた。 

この授業は、雇用環境の変化を踏まえたうえで、人事管理の現状および今後の方向性を検討する。 

８．学習目標 

1．1990 年代以降の雇用環境の変化を理解する。 

2．経営資源の中で最も重要な資源といわれている「ヒト」の管理について理解する。 

3．日本企業における「ヒト」の管理について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

雇用環境や人事管理に関するアサイメント（宿題）及びレポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

根本孝・金雅美編著『マネジメント基本全集 12 人事管理 ヒューマンリソース 人事制度とキャリアデザ

イン』学文社、2006。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．雇用環境の変化を正確に理解する。 

2．人事管理の具体的な管理方法を理解する。 

3．成果主義、脱時間給などを正確に理解する。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の４０％ 

２ 課題レポート等     総合点の４０％ 

３ 期末試験等       総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は講義に加えて、グループワークやディスカッションを重視する。したがって、以下のことに注意

して授業を受けること。 

1．授業には積極的に参加すること。 

2．グループワーク・ディスカッション等を通して主体的・自主的に授業に参加すること。 

3．人事管理論を受講する学生は、遅刻・無断欠席はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業の際に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

（人事管理論の対象と目的） 

事前学習 「働く」とはどういうことかを考える。 

事後学習 人事管理の目的を理解する。 

第２回 
雇用環境の変化（1） 

（労働力人口の減少､長時間労働の課題） 

事前学習 労働力人口の推移を調べる。 

事後学習 労働力人口の減少による問題点を理解する。 

第３回 
雇用環境の変化（2） 

（非正規雇用の増大） 

事前学習 非正規雇用の働き方を調べる。 

事後学習 正規雇用と非正規雇用の相違を理解する。 

第４回 
日本企業の働き方の特徴 

（終身雇用､年功賃金） 

事前学習 終身雇用と年功賃金の成立条件を調べる。 

事後学習 終身雇用と年功賃金との関連を理解する。 

第５回 
採用管理（1） 

（採用計画，募集，選考） 

事前学習 採用されるための条件を調べる。 

事後学習 具体的な採用と想定していた採用との相違を理解する。 

第６回 
採用管理（2） 

（採用管理に関するディスカッション） 

事前学習 望ましい採用条件を調べる。 

事後学習 具体的な採用条件を理解する。 

  



 

 

第７回 
賃金管理（1） 

（年功給､職務給､職能給､成果給） 

事前学習 年功賃金の成立条件を調べる。 

事後学習 年功賃金、成果主義賃金を理解する。 

第８回 
賃金管理（2） 

（脱時間給に関するディスカッション） 

事前学習 脱時間給の具体例を調べる。 

事後学習 脱時間給の目的を理解する。 

第９回 
労働時間管理 

（労働時間の国際比較） 

事前学習 労働時間の国際比較の統計資料を調べる。 

事後学習 長労働時間の原因を理解する。 

第１０回 企業内教育訓練 

事前学習 教育訓練の具体例を調べる。 

事後学習 企業内教育訓練の目的を理解する。 

第１１回 労使関係 

事前学習 労働組合の役割について調べる 

事後学習 日本的労使関係の特徴を理解する。 

第１２回 戦略的人的資源管理 
事前学習 戦略の具体例を調べる。 

事後学習 経営戦略と人的資源管理との関連を理解する。 

第１３回 
人事管理の今日的課題（1） 

 日本型経営システムの課題 

事前学習 現代の雇用問題を調べる。 

事後学習 ディスカッションによって提示された雇用問題を理解する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回から 6回までの授業内容を踏まえて「人事管理」の時代的変遷についてレポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度（1400文字程度） 

実施時期：第 7回の授業後の実施する 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する 

     提出後，添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後に教室にて行う 

     添削内容等につき引き続き質問がある場合は，その後も毎回授業で随時受け付け指導する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7 回から 10 回までの授業内容を踏まえて「人事管理」の現代的意義についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度（1400文字程度） 

実施時期：第 10回の授業後の実施する 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する 

     提出後，添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業終了後に教室にて行う 

     添削内容等につき引き続き質問がある場合は，その後も毎回授業で随時受け付け指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 身体構造と機能Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2316 

SCMP2316 

SBMP2316 

SNMP2316 
２．授業担当教員 鄭 春姫 

４．授業形態 講義 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「医学概論」の単位を修得していること。また本科目は介護福祉士養成と教員養成（福祉科）の必修科目

となっている。この科目を履修した後に障害の理解Ⅰ認知症の理解Ⅰ発達と老化の理解Ⅱを履修すること 

７．講義概要 

介護実践に必要な知識という観点から、こころとからだのしくみについての知識を養う。 

日常生活行動の意義を再確認し、そのそれぞれの場面で機能するこころとからだのしくみを理解する。 

（身支度、活動、食事、入浴・清潔保持、排泄、睡眠、コミュニケーション） 

この科目を履修することで、利用者の状態を正しく理解し、提供する介護の根拠を説明できるようになる。 

８．学習目標 

１．身支度に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

２．日常生活の活動に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

３．食事に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

４．入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

５．排泄に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

６．睡眠に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

７．コミュニケーションに関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

受講生の人数などの状況に応じて、講義内容・形態を変更することもある。 

身支度・食事・活動・入浴・排泄・睡眠・コミュニケーションに関連したこころとからだのしくみを理解

し、説明できるように課題・レポートを作成する 

毎回の授業をしっかり復習し、筆記試験に臨んで下さい。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】こころとからだのしくみ (最新介護福祉士養成講座)  中央法規 介護福祉士養成講座編集委員

会 

【参考書】『生理学の基本がわかる事典』西東社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．身体の基本的な構造と機能を理解したか。 

２．日常生活を行うために必要な身体の構造と機能を理解したか。 

○評定の方法 

 [授業への積極的参加度、授業で行う豆テスト、課題、期末試験を総合的に評価する] 

１ 授業への積極的参加   総合点の１０％ 

２ 課題          総合点の２０％ 

３ 期末試験        総合点の７０％ 

  知識の定着が必要な科目であるため、期末試験に重点を置く。またそのことで知識を身に付ける必要

性を認識させ、学ぶ意欲を高めていく。 

12．受講生への 

メッセージ 

授業中の私語、携帯電話の使用は禁止します。 

わからないところは、積極的に質問してください。 

授業内容を理解し、復習をして筆記試験や期末試験に臨んでください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義概要の説明  身体構造と機能について 

         

事前学習 
テキスト p40 を読み、身体の概要をつかんでお

く。 

事後学習 
テキスト p42 を読み、身体各部の名称を覚え

る。 

第２回 
生命活動を調節する仕組み 

恒常性の維持  呼吸器 

事前学習 
テキスト p52 を読み、呼吸のしくみを理解して

おく。 

事後学習 
テキスト P77-78 を読み、恒常性の維持につい

てまとめておく。 

第３回 循環器 血液 内分泌 免疫 
事前学習 

テキスト p53－54 をみて全身の血液の流れを

理解しておく。 

事後学習 図 2－14、図 2－15 を覚える。 

第４回 

身支度（洗顔、整髪、眼・耳・鼻・口の清潔、爪きり、

更衣）に関連する身体の基礎知識 

顔面、眼、鼻、口、指、爪の構造と機能 

事前学習 
テキスト p112-115 を読み、身支度を理解して

おく。 

事後学習 プリントを見直し、覚える。 

第５回 
身支度の意義 

身支度の動作に必要なこころとからだの機能    

事前学習 テキスト p116-125 身支度の意義を考える。 

事後学習 身支度の動作と身体構造・機能をまとめる。 

第６回 

日常生活の活動（姿勢保持、寝返り、起き上がり、立ち

上がり、歩行）に関連する身体の基礎知識 

骨、関節、筋、神経の構造と機能 

事前学習 
テキスト p84-88 を読み、移動について理解す

る。 

事後学習 プリントを見直し、覚える。 

第７回 
食事に関連する身体の基礎知識 

消化器管の構造と機能、必要な栄養素・水分量 

事前学習 
テキスト P148-150 をみて、消化と吸収の過程

を理解しておく。 

事後学習 プリントを見直し、覚える。 

  



 

 

第８回 

食事の意義   

食事動作に必要なこころとからだの機能 食べるプロ

セス  

事前学習 食テキスト P150-155 食事の意義を考える。 

事後学習 食事動作と身体構造・機能をまとめる。 

第９回 
入浴・清潔保持に関連する身体の基礎知識 

皮膚、頭髪、陰部の構造と機能 

事前学習 
テキスト P172-174 を読み、皮膚の働きを理解

しておく。 

事後学習 プリントを見直し、覚える。 

第１０回 
入浴・清潔保持の意義 

入浴・清潔動作に必要なこころとからだの機能 

事前学習 
テキスト P174-182 を読み、入浴の意義を考え

る。 

事後学習 入浴の動作と身体構造と機能をまとめる。 

第１１回 
排泄に関連する身体の基礎知識 

泌尿器管の構造と機能、便、尿の生成のしくみ 

事前学習 大腸の働きを復習しておく。 

事後学習 プリントを見直し、覚える。 

第１２回 
排泄の意義 

排泄動作に必要なこころとからだの機能      

事前学習 排泄の意義を考える。 

事後学習 排泄動作と身体構造・機能をまとめる。 

第１３回 

睡眠に関連する身体の基礎知識 

睡眠の生理、睡眠パターン 

睡眠の意義 睡眠に必要なこころとからだの機能  

事前学習 睡眠の意義を考える。 

事後学習 睡眠と身体構造と機能をまとめる。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する： 

授業内容：コミュニケーションの意義とコミュニケーションに必要なこころとからだのしくみを理解する 

（視覚、聴覚、発声に関する器官、言語中枢の構造と機能） 

実施時期：第５回の授業日以降の補講日などにて実施する。日程は授業開始後に決定する 

事前学習 1 回目から 5 回目の授業内容を振り返り、コミュニケーションに必要な身体構造を考える。 

事後学習 コミュニケーションに必要な身体構造と機能をまとめる。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する： 

授業内容：「日常生活動作における各身体部位の役割をまとめる」 

実施時期：第 1１回の授業日以降の補講日などにて実施する。日程は授業開始後に決定する 

事前学習 6 回目から 1１回目までの授業内容を振り返り、日常生活動作における各身体部位の役割を考える 

事後学習 日常生活動作に関連する身体構造と機能をまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人体の構造と機能及び疾病／医学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1112 

GELA1333 

GELA1312 ２．授業担当教員 柴野 裕子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、ならびに意見発表 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
原則として、「解剖生理学」履修後、または履修中であること。 

７．講義概要 

この講義は、総合社会科学としての医学の側面についても触れ、生活の質（QOL）を豊かにする保健・医

療・福祉・心理のあり方についても学び、福祉専門職者・心理専門職者として要求される最低限の医療、医

学の知識の習得を目標とする。さらに、最新の健康情報の検証も行う。 

具体的には、 

●心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達や日常生活との関係を踏ま 

 えて理解する。 

●国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解する。 

 ●リハビリテーションの概要について理解する。 

８．学習目標 

１．心身の機能と身体構造、および様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達・老化と日常生活と

の関係を踏まえて理解できるようになる。 

２．国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解できるようになる。 

３．リハビリテーションの概要について理解し、説明できるようになる。 

４．生活習慣病とその予防につき、健康増進の正しい方策について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題①：『終末期・看取り・病気告知』に関する新聞記事や書籍等で自身が興味を持ったものを１つ取りあげ

る。取りあげた理由や新聞記事等を読んでの自身の考えをレポートにまとめる（第10回講義のグループワ

ークで使用し、授業後に提出する）。 

課題②：疾患に関する新聞記事や疾患を抱える登場人物が描写された書籍や映画等で自身が興味を持ったも

のを１つ取りあげる。取りあげた理由や取りあげたものに登場した疾患について調べ、レポートにまとめ

る（第13回講義後に提出する）。 

＊課題は指定された用紙にて、手書きで作成し提出する。課題の詳細は第1回講義のオリエンテーションにて

説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 第 1巻 人体の構造と機能及び疾病 第 3版』 

中央法規、2015。 

【参考書】 

必要に応じて授業の中で通知する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．心身の機能と身体構造を自分の体と日常生活に照らし合わせてできるようになったか。 

２．生活習慣病の理解と予防を考察できるようになったか。 

３．少子高齢社会におけるリハビリテーションを理解し、必要性を説明できるようになったか。 

４．厚労省が推進の高齢者の QOLの基本的な考えを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度や学習状況、レポート、期末テスト等を総合して評価する。 

授業への参加度 30％、レポート 30％、期末テスト 20％、発表能力 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第 1回講義にて、授業の進め方や課題について説明を行います。必ず出席してください。 

２．講義は皆さんに質問をしながら進めていきます。必ず事前学習を行い、講義に臨んでください。 

３．この講義を受講するにあたり、自身の学びをまとめるノートとして、『学修ノート』を用意してください。

大学ノートやルーズリーフなど、自身が使いやすいものでかまいません。 

４．講義後は必ず事後学習を行い、知識の定着に努めてください。 

13．オフィスアワー 講義の前後の時間、Email:shibano.tfu@gmail.com 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、人の成長・発達・老化 

事前学習 

教科書 p2～p24を読み、「胎児期」「乳幼児期」

「児童期」「青年・中年期」「高齢期」の特徴

を学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p2～p24、配布資料を読んで復習をす

る。学修ノートを見直し、足りない箇所は追

記する。 

第２回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい① 

（人体の構造と機能、骨格系、筋系 

事前学習 

教科書 p26～p29、p46～p48、p95～p98 を読

み、体の各部の名称、骨・筋の名称を調べて

おく。「変形性骨関節疾患」「関節リウマチ」

について学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p2～p24、配布資料を読んで復習をす

る。学修ノートを見直し、足りない箇所は追

記する。 

第３回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい② 

（神経系、肢体不自由、高次脳機能障害） 
事前学習 

教科書 p41～p44、p50～p52、p61～p65、p107

～p112、p141～p145、p162～p166を読み、「神

経の構造と機能」「脳出血」「脳梗塞」「肢体

不自由」「高次脳機能障害」について学修ノ



 

 

ートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p41～p44、p50～p52、p61～p65、p107

～p112、p141～p145、p162～p166、配布資料

を読んで復習をする。学修ノートを見直し、

足りない箇所は追記する。 

第４回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい③ 

（循環器系、免疫系） 

事前学習 

教科書 p29～p34、p66～p68、p84～p86 を読

み、「心臓の構造」「心疾患」について学修ノ

ートのまとめておく。 

事後学習 

教科書 p29～p34、p66～p68、p84～p86、配布

資料を読んで復習をする。学修ノートを見直

し、足りない箇所は追記する。 

第５回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい④ 

（呼吸器系、消化器系、内分泌系） 

事前学習 

教科書 p36～p40、p44～p45、p69～p83 を読

み、「肺の構造」「消化器の構造」「内分泌器

官の構造」「慢性閉塞性肺疾患」「糖尿病」に

ついて学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p36～p40、p44～p45、p69～p83、配布

資料を読んで復習をする。学修ノートを見直

し、足りない箇所は追記する。 

第６回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑤ 

（泌尿器系、生殖器系） 

事前学習 

教科書 p34～p35、p45～p46、p87～p94 を読

み、「腎臓の構造」「腎不全」「排尿障害」に

ついて学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p34～p35、p45～p46、p87～p94、配布

資料を読んで復習をする。学修ノートを見直

し、足りない箇所は追記する。 

第７回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑥ 

（感覚器系、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害） 

事前学習 

教科書 p48～p50、p99～p102、p130～0140を

読み、「目・耳・皮膚の構造」「視覚障害」「聴

覚障害」「平衡機能障害」について学修ノー

トにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p48～p50、p99～p102、p130～0140、

配布資料を読んで復習をする。学修ノートを

見直し、足りない箇所は追記する。 

第８回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑦ 

（悪性新生物、先天性疾患） 

事前学習 

教科書 p58～p60、p113～p116を読み、「悪性

新生物」「ダウン症候群」「進行性筋ジストロ

フィー」について学修ノートにまとめてお

く。 

事後学習 

教科書 p58～p60、p113～p116、配布資料を読

んで復習をする。学修ノートを見直し、足り

ない箇所は追記する。 

第９回 

身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑧ 

（生活習慣病、感染症及び感染症対策、 

高齢者に多い疾患） 

事前学習 

教科書 p54～p57、p103～p106、p117～p121、

p222～p224を読み、「生活習慣病」「廃用症候

群」「褥瘡」について学修ノートにまとめて

おく。 

事後学習 

教科書 p54～p57、p103～p106、p117～p121、

p222～p224、配布資料を読んで復習をする。

学修ノートを見直し、足りない箇所は追記す

る。 

第１０回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑨ 

（終末期医療と緩和ケア、課題①） 

事前学習 

教科書 p122～p128を読み、「アドバンス・ケ

ア・プランニング」について学修ノートにま

とめておく。また、自身の課題①を見直し、

グループディスカッションに備えておく。 

事後学習 

教科書 p122～p128、配布資料を読んで復習を

する。講義でのグループディスカッションを

踏まえて、「終末期・看取り・病気告知」に

ついての学びや自身の考えを学修ノートに

まとめておく。 

第１１回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑩ 

（内部障害、知的障害、発達障害） 

事前学習 

教科書 p146～p155 を読み、「内部障害」「知

的障害」「発達障害」について学修ノートに

まとめておく。 

事後学習 

教科書 p146～p155、配布資料を読んで復習を

する。学修ノートを見直し、足りない箇所は

追記する。 

第１２回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑪ 

（認知症、精神障害） 

事前学習 

教科書 p156～161、p167～p172 を読み、「認

知症」「統合失調症」「気分（感情）障害」「神

経症性障害」について学修ノートにまとめて

おく。 

事後学習 教科書 p156～161、p167～p172、配布資料を



 

 

読んで復習をする。学修ノートを見直し、足

りない箇所は追記する。 

第１３回 

国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要、 

リハビリテーションの概要、健康のとらえ方、 

まとめ 

事前学習 

教科書 p174～p238を読み、「リハビリテーシ

ョン」「国際生活機能分類（ICF）」「リハビリ

テーション」「健康の定義」「健康日本 21(第

二次)」について学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p174～p238 配布資料を読んで復習を

する。学修ノートを見直し、足りない箇所は

追記する。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 1回の講義内容を踏まえて「スカモンの成長曲線」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1000字程度)、手書きにて作成する。 

実施時期：第 1回の講義終了後に実施する。 

提出期限：第 3回の講義開始前に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回講義終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜対応する。 

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

課題研究

2 

課題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえて「体循環と肺循環」「外呼吸と内呼吸」「中枢神経系と末梢神経

系」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1500字程度)、手書きにて作成する。 

実施時期：第 6回の講義終了後に実施する。 

提出期限：第 8回の講義開始前に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を夏期休講明けの最初の授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜対応する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人体の構造と機能及び疾病／医学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1112 

GELA1333 

GELA1312 ２．授業担当教員 髙橋 登志子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、ならびに意見発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
原則として、「解剖生理学」履修後、または履修中であること。 

７．講義概要 

この講義は、総合社会科学としての医学の側面についても触れ、生活の質（QOL）を豊かにする保健・医

療・福祉・心理のあり方についても学び、福祉専門職者・心理専門職者として要求される最低限の医療、医

学の知識の習得を目標とする。さらに、最新の健康情報の検証も行う。 

具体的には、 

●心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達や日常生活との関係を踏ま 

 えて理解する。 

●国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解する。 

 ●リハビリテーションの概要について理解する。 

８．学習目標 

１．心身の機能と身体構造、および様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達・老化と日常生活と

の関係を踏まえて理解できるようになる。 

２．国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解できるようになる。 

３．リハビリテーションの概要について理解し、説明できるようになる。 

４．生活習慣病とその予防につき、健康増進の正しい方策について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．興味・関心をもった医療(疾患・リハビリテーション・国際生活機能分類・健康)の内容を調べグループ

で発表する。 

２.人体の各部を図と名称を作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 第 1 巻 人体の構造と機能及び疾病-

医学一般』中央法規。 

【参考書】必要時は授業中に提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．心身の機能と身体構造を自分の体と日常生活に照らし合わせてできるようになったか。 

２．生活習慣病の理解と予防を考察できるようになったか。 

３．少子高齢社会におけるリハビリテーションを理解し、必要性を説明できるようになったか。 

４．厚労省が推進の高齢者のＱＯＬの基本的な考えを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度や学習状況、レポート、期末テスト等を総合して評価する。 

授業への参加度 30％、レポート 30％、期末テスト 20％、発表能力 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、身体的・精神的特徴および疾病の基礎を学び、「人」を全人的にとらえられるようにします。

そこから、人の健康についての考え方や終末期について自分の考えを述べられるようにしていきます。また、

生活習慣病・メタボリックシンドローム、認知症、発達障害や精神障害等についても自分の考えてを述べて

いきます。よって、事後学習では自己のノートや配布資料から学びを深めてほしい。 

授業に参加するにあたり下記のこと心がけください。 

・授業には教科書を必ず持参すること、事前学習を必ず確認して参加してください。 

・授業中は通信手段の電源を切ってください。 

13．オフィスアワー 
 アドレス  sannke_tt@yahoo.co.jp にご連絡ください。 

そのほかの詳細は、授業開始時に説明します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

人の成長・発達及び老化 

事前学習 
教科書のはじめにと目次、教科書 pp.2～７の人の成長・

発達と老化について読んで臨む。 

事後学習 人の身体の成長・発達についてまとめる。 

第２回 身体構造と心身の機能① 
事前学習 教科書 pp.26～40の心身の機能について読んで臨む。 

事後学習 心身の機能①についてまとめる。 

第３回 身体構造と心身の機能② 
事前学習 教科書 pp.41～52の心身の機能について読んで臨む。 

事後学習 心身の機能②についてまとめる。。 

第４回 
疾病の概要（生活習慣病と未病、悪性腫瘍、

脳血管疾患、健康増進） 

事前学習 
教科書 pp.54～65 の生活習慣病と未病、悪性腫瘍、脳血

管疾患について読んで臨む。 

事後学習 
生活習慣病と未病、悪性腫瘍、脳血管疾患についてまと

める 

第５回 
疾病の概要（心疾患、高血圧、糖尿病と内

分泌疾患、呼吸器疾患） 

事前学習 
教科書 pp.66～78 の心疾患、高血圧、糖尿病と内分泌疾

患、呼吸器疾患について読んで臨む。 

事後学習 
心疾患、高血圧、糖尿病と内分泌疾患、呼吸器疾患につ

いてまとめる。 

第６回 
疾病の概要（消化器疾患、血液疾患と膠原

病、腎臓疾患） 

事前学習 
教科書 pp.79～89 の消化器疾患、血液疾患と膠原病、腎

臓疾患について読んで臨む。 

事後学習 
消化器疾患、血液疾患と膠原病、腎臓疾患についてまと

める。 
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第７回 
疾病の概要（泌尿器系疾患、骨・関節疾患、

目・耳の疾患、感染症） 

事前学習 

教科書 pp.90～104の泌尿器系疾患、骨・関節疾患、目・

耳の疾患、感染症を読んで臨む 

レポート「人体の各部を図と名称を作成」提出。 

事後学習 
泌尿器系疾患、骨・関節疾患、目・耳の疾患、感染症に

ついてまとめる。 

第８回 
疾病の概要（神経疾患と難病、先天性疾患、

高齢者に多い疾患、終末期医療と緩和ケア） 

事前学習 
教科書 pp.105～121 の神経疾患と難病、先天性疾患、高

齢者に多い疾患、終末期医療と緩和ケアを読んで臨む。 

事後学習 
神経疾患と難病、先天性疾患、高齢者に多い疾患、終末

期医療と緩和ケアについてまとめる。 

第９回 
障害の概要（視覚障害・聴覚障害・平衡機

能障害、肢体不自由） 

事前学習 
教科書 pp.124～138 の視覚障害・聴覚障害・平衡機能障

害、肢体不自由を読んで臨む。 

事後学習 
視覚障害・聴覚障害・平衡機能障害、肢体不自由につい

てまとめる。 

第１０回 
障害の概要（内部障害・知的障害・発達障

害） 

事前学習 
教科書 pp.139～147 の内部障害・知的障害・発達障害に

ついて読んで臨む。 

事後学習 内部障害・知的障害・発達障害についてまとめる。 

第１１回 障害の概要（認知症、高次機能障害） 
事前学習 

教科書 pp.148～156 の認知症、高次機能障害について読

んで臨む。 

事後学習 認知症、高次機能障害についてまとめる。 

第１２回 障害の概要（精神障害） 
事前学習 教科書 pp.158～162の精神障害について読んで臨む。 

事後学習 精神障害についてまとめる。 

第１３回 

リハビリテーションの概要、国際生活機能

分類（ICF）の基本的考え方と概要、健康の

とらえ方 

まとめ 

事前学習 

教科書 pp.164～213 のリハビリテーション、国際生活機

能分類、健康のとらえ方について読んで臨む。さらに、

これまで学習内容の学びから自分の考えをまとめて臨ん

でください。 

事後学習 

リハビリテーション、国際生活機能分類、健康のとらえ

方についてまとめる。また、これまでの学習内容につい

て配布資料やノート等を見直し、全体をまとめる 

期末試験 

 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1回の人の成長・発達及び老化の講義を踏まえて、精神の成長・発達についてレポートをまとめな

さい。まとめるにあたり留意点は授業中に提示する。 

レポート形式：Ａ4用紙（1000～1200字） 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

     第８回授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

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

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第２回～第８回の講義と課題レポートで作成した「人体の各部を図と名称を作成」に人体の各部の役

割をまとめなさい。まとめるにあたり留意点は授業中に提示する。 

レポート形式：Ａ4用紙（1000～1400字） 

実施時期：第１０回の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出する。 

     第１２回授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

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

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人体の構造と機能及び疾病／医学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1112 

GELA1333 

GELA1312 ２．授業担当教員 橋本 由利子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、ならびに意見発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この講義は、総合社会科学としての医学の側面についても触れ、生活の質（QOL）を豊かにする保健・医

療・福祉・心理のあり方についても学び、福祉専門職者・心理専門職者として要求される最低限の医療、医

学の知識の習得を目標とする。さらに、最新の健康情報の検証も行う。 

具体的には、 

●心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達や日常生活との関係を踏ま 

 えて理解する。 

●国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解する。 

 ●リハビリテーションの概要について理解する。 

８．学習目標 

１．心身の機能と身体構造、および様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達・老化と日常生活と

の関係を踏まえて理解できるようになる。 

２．国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解できるようになる。 

３．リハビリテーションの概要について理解し、説明できるようになる。 

４．生活習慣病とその予防につき、健康増進の正しい方策について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．その日に学習したことを整理するために、毎回ワークシートを提出する。 

２．闘病記を1冊読み、その疾患の概要及び、患者や家族を取り巻く保健医療福祉について考えたことを述べ

よ。（発表およびレポート2000字くらい）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 第 1 巻 人体の構造と機能及び疾病-

医学一般』中央法規。 

【参考書】澤口彰子他『人体のしくみとはたらき』朝倉書店、2015年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．心身の機能と身体構造を自分の体と日常生活に照らし合わせてできるようになったか。 

２．生活習慣病の理解と予防を考察できるようになったか。 

３．少子高齢社会におけるリハビリテーションを理解し、必要性を説明できるようになったか。 

４．厚労省が推進の高齢者の QOLの基本的な考えを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度や学習状況、レポート、期末テスト等を総合して評価する。 

授業への参加度 30％、レポート 30％、期末テスト 20％、発表能力 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

少子高齢社会において、福祉専門職者は、保健・医療専門職者等と連携して地域社会の人々が健康で質の

高い豊かな生活を送れるように支援することが求められます。そのためには、健康をむしばみ、生活の質を

低下させる病気、特に生活習慣病・メタボリックシンドローム、高齢者特有の疾患及び精神疾患などの知識

を自ら学び取ることが必要です。メディアが報じるニュースの中でも日常的に取り上げられているので、将

来の専門職者の立場からの問題を自ら発見し、自ら解決する目で見るようにしましょう。また、ターミナル

ケアや健康寿命と介護予防の問題にも目を向けられるようになりましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業で通知 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

人の成長・発達及び老化 

事前学習 シラバスを熟読してくる。 

事後学習 
人の成長・発達及び老化について復習し、ワーク

シートを提出する。 

第２回 
身体構造と心身の機能①：人体部位の名称、血液、

循環器系、泌尿器系、呼吸器系、消化器系 

事前学習 人体部位の名称について教科書を読んでくる。。 

事後学習 

人体部位の名称、血液、分換気系、泌尿器系、呼

吸器系、消化器系について復習し、ワークシート

を提出する。 

第３回 
身体構造と心身の機能②：神経系、内分泌系、生

殖器系、支持運動器官、感覚器、皮膚、免疫系 

事前学習 脳の働きについて教科書を読んでくる。 

事後学習 
身体構造と心身の機能②について復習し、ワーク

シートを提出する。 

第４回 

疾病の概要： 

生活習慣病、悪性新生物、脳血管疾患、心疾患、

高血圧、糖尿病 

事前学習 生活習慣病とは何か考えてくる。 

事後学習 
悪性新生物、脳血管障害、心疾患、高血圧、糖尿

病について復習し、ワークシートを提出する。 

第５回 
疾病の概要： 

呼吸器疾患、消化器疾患、血液疾患 

事前学習 
呼吸器、消化器、血液の病気にはどのようなもの

があるか考えてくる。 

事後学習 
肺炎、ウイルス性肝炎、白血病等について復習し、

ワークシートを提出する。 

第６回 
疾病の概要： 

感染症 

事前学習 感染症にはどのようなものがあるか考えてくる。 

事後学習 

エイズ、結核、MRSA、腸管出血性大腸菌感染症、

ノロウイルス感染症等について復習し、ワークシ

ートを提出する。 

  



 

 

第７回 
疾病の概要： 

泌尿器疾患、骨・関節疾患、感覚器 

事前学習 
泌尿器、骨・関節、感覚器にはどのような病気が

あるか考えてくる。 

事後学習 
排尿障害、骨粗しょう症、白内障等について復習

し、ワークシートを提出する。 

第８回 

疾病の概要： 

神経疾患と難病、高齢者に多い疾患、終末期医療

と緩和ケア 

事前学習 難病について教科書を読んでくる。 

事後学習 
難病、廃用症候群、終末期医療等について復習し、

ワークシートを提出する。 

第９回 
疾病の概要： 

認知症、高次機能障害、精神障害 

事前学習 認知症について知っていることをまとめておく。 

事後学習 
認知症、高次脳機能障害、精神障害について復習

し、ワークシートを提出する。 

第１０回 
疾病の概要： 

先天性疾患 

事前学習 
先天性疾患にはどのようなものがあるか考えてく

る。 

事後学習 
ダウン症、進行性筋ジストロフィー等について復

習し、ワークシートを提出する。 

第１１回 
障害の概要 1．視覚・聴覚・平衡機能障害、肢体

不自由障害 2．内部・知的・発達障害 

事前学習 障害について知っていることをまとめておく。 

事後学習 

視覚・聴覚・平衡器官障害、肢体不自由、内部・

知的・発達障害について復習し、ワークシートを

提出する。 

第１２回 
リハビリテーションとは、 

国際生活機能分類の考え方；環境因子と個人因子、  

事前学習 
リハビリテーション、国際生活機能分類の考え方

について教科書を読んでおく。 

事後学習 
リハビリテーション、国際生活機能分類について

復習し、ワークシートを提出する。 

第１３回 課題研究の発表会 
事前学習 

同じ疾患の闘病記を選んだ学生同士でグループを

作り、疾患の概要についての発表準備を行う。 

事後学習 発表の手順について確認する。 

課題研究 

1 

研究課題テーマ：第 1３回の学生発表を聴き、関心を持った疾患一つ（自分が調べた疾患を除く）についてまとめ、な

ぜ自分がその疾患について興味を持ったかについても述べなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 1３回の授業後に実施 

提出期限：期末試験の前日 17:00まで 

事後学習：レポート作成を通し、学んだことをまとめる 

課題研究 

2 

研究課題テーマ：新型コロナウイルス感染症が世界的な流行を引き起こしている。この疾患は他の疾患とどこが違うの

だろうか。第 1回から第 1０回までの講義内容を踏まえたうえで、考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第１０回の授業後に実施 

提出期限：第１１回の授業前日 17:00まで。第１１回授業時に、提出されたレポートを基に意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成、意見交換を通し、学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1311 

２．授業担当教員 酒井 博美 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分野

における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理解を

図るものである。 

８．学習目標 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3.心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5.心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各回に次回講義に向けてのキーワードを提示するので、事前学習として、下記に示した参考書などをもとに

内容を確認しておくこと。毎回の授業開始時にその内容について発表してもらう。また15回の授業が終了し

た後、別途これまでの学習内容の習熟度を確認するための期末試験を行う。各回の講義内容の理解を定着さ

せるように、毎回の復習を確実に行うこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定せず、適宜プリント教材を配布する。 

【参考書】鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃 編 「心理学 第 5版」 東京大学出版会。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得点に

より成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学の基礎的かつ幅広い知識を学ぶ授業です。本講義の内容を確実に理解することで、その後に学ぶ心理

学領域の科目の内容理解が促進されることが期待されます。各回の授業に真剣に取り組んでください。  

13．オフィスアワー 授業内に周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、心理学の成り立ち 

事前学習 
シラバスに目を通し、本講義がどのような内

容を扱うのか理解しておく。 

事後学習 
心理学の歴史的背景と現代への流れについ

て説明できるようにする。 

第２回 
感覚と知覚（1）：外界の刺激を捉えるプロセス、感覚の

特性 

事前学習 「五感」について調べておく。 

事後学習 感覚特性について説明できるようにする。 

第３回 感覚と知覚（2）：知覚の特性 
事前学習 「目の錯覚」について調べておく。 

事後学習 知覚特性について説明できるようにする。 

第４回 記憶（1）：プロセス、種類 

事前学習 「短期記憶、長期記憶」について調べておく。 

事後学習 
記憶のプロセスと分類について説明できる

ようにする。 

第５回 記憶（2）：特徴的な現象、忘却理論 

事前学習 
人間が「忘れる理由」を考え、書き出してお

く。 

事後学習 
記憶の特徴的現象と忘却の要因について説

明できるようにする。 

第６回 学習（1）：古典的条件づけ、オペラント条件づけ 

事前学習 「パブロフのイヌ」について調べておく。 

事後学習 
古典的／オペラント条件づけについて説明

できるようにする。 

第７回 学習（2）：社会的学習、問題解決学習 

事前学習 
「見よう見まね」「試行錯誤」について調べ

ておく。 

事後学習 
社会的学習と問題解決学習について説明で

きるようにする。 

第８回 脳とこころ：脳の構造と機能、高次脳機能障害 

事前学習 
大脳皮質の「前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭

葉」の場所と主な機能について調べておく。 

事後学習 
脳の構造と各機能および代表的な高次脳機

能障害について説明できるようにする。 

第９回 
動機づけと欲求：内発的/外発的動機づけ、欲求の階層

性） 

事前学習 
「マズローの欲求階層説」について調べてお

く。 

事後学習 
内発的/外発的動機づけおよび欲求階層説に

ついて説明できるようにする。 



 

 

第１０回 性格と個人差（1）：類型論と特性論 

事前学習 
「血液型と性格の関連」をどう考えるか、意

見を書き出しておく。 

事後学習 
性格の類型論と特性論について説明できる

ようにする。 

第１１回 性格と個人差 (2) ：測定の方法 

事前学習 
「性格検査」にどのようなものがあるか調べ

ておく。 

事後学習 
質問紙法、投影法、作業法について説明でき

るようにする。 

第１２回 知能：構造の理論、測定の方法 

事前学習 
「知能検査」にどのようなものがあるか調べ

ておく。 

事後学習 
知能の構造および知能検査について説明で

きるようにする。 

第１３回 ストレスと適応：原因、対処 

事前学習 自身の「ストレス対処法」を 5 つ挙げておく。 

事後学習 
ストレスの概念、影響、対処について説明で

きるようにする。 

課題研究

１ 

第 2～7 回の授業内容を踏まえ、感覚・知覚、記憶、学習のどれか一つのテーマについて実生活での例を挙げながら内

容をわかりやすくレポートにまとめよ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200文字程度） 

実施時期：第 8回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導および質疑応答を第 11回の授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導および質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

第 9～11回の授業内容を踏まえて、性格と動機づけの相互関係について、自身が考えることをレポートにまとめよ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200文字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導および質疑応答を第 13回の授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導および質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1332 

GELA1311 
２．授業担当教員 新井 洋輔 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

 心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

 本科目は、心理学の主要な分野における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学び、人間の行動と精神

活動の本質的な理解を図るものである。また、心理学の基礎理論の理解を通して、心理学的思考方法の習
得を促す。 

８．学習目標 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3.心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5.心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及び 

レポート課題 

・授業で扱うトピックに取り組む前に、授業時間外での自学自習を必須とします（本シラバスの「事前学

習・事後学習」欄における〇章とは、参考書を指します）。 

・オフィスアワー等でも質問を受け付けますが、知識の共有のため、授業時間内での質問を歓迎します。 

10．教科書・参考書・

教材 

資料は講義内で適宜配布する。 

【参考書】 

武藤隆・森敏昭・遠藤由美・玉瀬耕治（著）『心理学』有斐閣。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる。 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎となる人の心の基本的な仕組み及び働きについて説明できる。 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度（授業への

積極的参加）30％、試験(小テスト等を含む)70％として算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学は、これまでに蓄積されてきた研究知見を、日常生活や社会活動に応用できる学問です。講義の
内容から、自分自身や周囲の人々を理解し、今後の社会生活に活かせる視点を獲得できるよう、積極的に
取り組んでください。なお、皆さんの理解度によっては講義内容を変更する場合もあります。 

演習の課題への取り組みを評価しますので、欠席・遅刻・早退や、内容に関連しない私語、居眠りは減

点の対象となります。また、授業内での携帯電話・スマートフォンの使用は厳禁とします。 

初回授業で受講ルールの詳細を説明しますので、受講希望者は必ず第１回の授業に出席してください。 

13．オフィスアワー 
授業内で提示する。授業時間外での質問・相談を希望する場合は、yoarai@ed.tokyo-fukushi.ac.jp宛に、

一週間前までに「授業名・クラス・学籍番号・質問の概要」を記載したメールで予約をとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・受講契約 

事前学習 
本シラバスの内容を熟読して本講義の学習内容および受講ルールを把

握しておく。さらに、教科書の序章を熟読しておくこと。 

事後学習 
講義で議論した「禁止事項」と、自分のもつ「常識」の感覚との差異に

ついて内観しまとめる。 

第２回 心理学への関心と心理学の歴史 

事前学習 
専自分が「心理学」に対して持っている期待や関心を内観し、まとめて

おく。 

事後学習 
配布したプリントにある、ヴントの功績とその後の心理学の歴史に関

してまとめる。 

第３回 
心理学のイメージと学問として

の心理学 

事前学習 
自分が「心理学」を学ぶことで「できるようになる」と期待しているこ

とをまとめておく。 

事後学習 
講義で取り組んだワークから、「心理学の応用」にはどんなものがある

かを考え、まとめる。 

第４回 感覚・知覚 

事前学習 
第３章（pp.55～78）のうち、Sec1、Sec2、Sec3（知覚の恒常性）、Sec5

（文脈の効果）をまとめておく。 

事後学習 
講義で挙げた keywords について復習するとともに、教科書 p.78 の問

題に取り組む。 

第５回 欲求 

事前学習 第９章（pp.192～211）「動機づけ」を熟読し、まとめておく。 

事後学習 
教科書 p.211 の問題に取り組むとともに、達成欲求以外の欲求につい

ても調べる。 

第６回 学習 

事前学習 
第５章（pp.103～124）を熟読し、２種の条件づけの過程についてまと

めておく。 

事後学習 
教科書 p.124 の問題に取り組み、条件づけの現実場面への応用につい

てレポートを作成する。 

  



 

 

第７回 記憶 

事前学習 
第４章（pp.79～102）を熟読し、記憶の過程、記憶の種類の過程について

まとめておく。 

事後学習 
講義の最後に挙げる課題への回答を作成するとともに、忘却に関する知

見を調べる。 

第８回 発達 

事前学習 
第 11・12章（pp.235～261）を熟読し、ピアジェとエリクソンの理論をま

とめておく。 

事後学習 
p.280の課題を通して、青年期以降の各段階における発達課題達成の具体

的方策をまとめる。 

第９回 人格 
事前学習 

第 10章（pp.214～234）を熟読し、「類型説と特性説とは何か」について

まとめておく。 

事後学習 それぞれの節から見た自分について内観する。 

第１０回 心理測定 

事前学習 
これまでに受けたことのある性格テストにどんなものがあるかを列挙す

る。 

事後学習 
性格テストに関する留意事項をまとめ、科学的性格測定の条件を再確認

する。 

第１１回 社会（対人・集団） 

事前学習 
自分が人に好意をもつことになったきっかけにはどんなものがあるかを

列挙しておく。 

事後学習 
講義内で紹介された理論のそれぞれについて「名称」「その内容」「応用方

法」を含めた計 400字にまとめる。 

第１２回 臨床（ストレスと心理療法） 

事前学習 
「健康とは何か」について自分の言葉でまとめておく（200字程度。辞書

は使わないこと）。 

事後学習 
プロの臨床家ではない自分が「心の病に悩む人にできること」の案をまと

めてレポートを作成する。 

第１３回 科学としての心理学 

事前学習 
科学としての心理学に求められる要件とは何かを「統計学」の知識も応用

してまとめておく。 

事後学習 
客観性」と「再現性」とは何かを整理し、批判的思考のために必要な考え

方についてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第６回の内容を踏まえて、日常場面における古典的条件づけとオペラント条件づけの事例を挙げ、 

理論に即して整理する。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

事後学習：作成したレポートと理論との整合性を確認し、必要に応じて修正する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第１２回の内容を踏まえて、「心の病に悩む人に、プロの臨床家ではない自分ができること」を考察

し、まとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート案がどのサポートに当てはまるか再考し、実行のために自分に不足しているものを検討する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1332 

GELA1311 
２．授業担当教員 久保 貴 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「心理学概論」は「心理学入門」の履修を前提とした科目ではあるが、本講義では「心理学入門」の履修を

前提とせず、はじめて履修する心理学の科目として講義をする。 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分野

における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理解を

図るものである。 

８．学習目標 

1. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2. 心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3. 心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4. 心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5. 心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義前にはテキストの該当箇所を読み、内容を確認しておくこと。履修後は知識の定着を図るため、再度、

テキストに目を通すこと。15回の授業が終了した後、別途これまでの学習内容の習熟度を確認するための期

末試験を行う。各回の講義内容の理解を定着させるように、毎回の復習を確実に行うこと。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】サトウタツヤ・渡邊芳之『心理学・入門［改訂版］ 心理学はこんなに面白い』有斐閣アルマ、

2019年。 

【参考書】鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃・河内十郎編「心理学 第 5版増訂版」東京大学出版会、2020年。 

長谷川寿一・東條正城・大島尚・丹野義彦・廣中直之『はじめて出会う心理学 改訂版』有斐閣アルマ、

2008年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得点に

より成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学の基礎的かつ幅広い知識を学ぶ授業です。皆さんの理解度によって講義の進度を調整する場合があ

ります。わからないことについては、講義内での質問を歓迎します。 

事前に通知のない欠席・遅刻・早退や、内容に関連しない私語、居眠りは減点の対象となります。また、

講義中のスマートフォンや携帯電話の使用は禁止します。 

13．オフィスアワー 授業において周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、心理学とは何か 
事前学習 教科書の序章（p.１－１８）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第２回 知覚と認知（１）―感覚と知覚 
事前学習 教科書の第６章（p.１４９－１５１）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第３回 知覚と認知（３）―記憶 
事前学習 教科書の第６章（p.１５８－１６５）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第４回 学習（１）―行動とは何か 
事前学習 教科書の第７章（p.１６８－１７４）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第５回 学習（２）―古典的条件づけ 
事前学習 教科書の第７章（p.１７４－１８０）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第６回 学習（３）―オペラント条件づけ 
事前学習 教科書の第７章（p.１８１－１９０）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第７回 発達（１）―ライフサイクル（新生児から幼児期まで） 
事前学習 教科書の第４章（p.９１－１１２）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第８回 発達（２）―ライフサイクル（児童期から老年期まで） 
事前学習 教科書の第４章（p.１１２－１２６）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第９回 知能―知能、心理学的アセスメント 
事前学習 教科書の第５章（p.１２８－１４６）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１０回 性格―性格とは何か 
事前学習 教科書の第２章（p.４７－６５）をまとめる。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１１回 社会的行動（１）―対人認知 
事前学習 教科書の第３章（p.６９－８０）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１２回 社会的行動（２）―集団 
事前学習 教科書の第３章（p.８０－９０）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１３回 まとめ 事前学習 
これまでの内容について、教科書やノートな

どで、要点を再確認する。 



 

 

事後学習 講義全体を振り返り、知識の定着を図る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回～第６回の講義内容を踏まえて、「知覚の特徴、学習とは何か」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式 ：Ａ４要旨１枚（１６００字以内） 

実施時期   ：第６回の授業後に実施する。 

提出期限   ：第７回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行う。 

事後学修   ：添削指導の内容を確認し、教科書等で補完する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回～第１０回の講義内容を踏まえて、「ライフサイクル、性格の類型論と特性論」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式 ：Ａ４要旨１枚（１６００字以内） 

実施時期   ：第１０回の授業後に実施する。 

提出期限   ：第１１回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行う。 

事後学修   ：添削指導の内容を確認し、教科書等で補完する。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1111 

２．授業担当教員 宮内 英里 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分野

における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理解を

図るものである。 

８．学習目標 

1. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2. 心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3. 心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4. 心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5. 心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント：事前学習として、指定された資料を読んでくること。また、事後学習として、ワークシー
トを作成すること。 
試験：学習内容の習熟度を確認するために、毎回、授業の最初に簡単な小テスト（10分程度）を実施する。

また、全講義終了後に期末試験を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
特に指定しない。必要に応じて適宜資料を配布する。 

【参考書】 
特に指定しない。授業内でその都度紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得点に

より成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業に積極的に参加すること。 

２．正当な理由なく、遅刻、欠席、早退をしないこと。 
３．授業の妨害行為および他者への迷惑行為（私語、居眠り、携帯の使用、ディスカッションへの 
不参加など）をしないこと。これらの不適切な行為がみられた場合は、授業態度点において減点します。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：心理学とは 
事前学習 

シラバスに目を通し、本講義がどのような内 

容を扱うのか理解しておくこと 

事後学習 心理学についてワークシートを作成する 

第２回 心と脳 
事前学習 心と脳について配布資料を通読してくること 

事後学習 心と脳についてワークシートを作成する 

第３回 感覚と知覚 
事前学習 

感覚と知覚について配布資料を通読してくる
こと 

事後学習 感覚と知覚についてワークシートを作成する 

第４回 学習 
事前学習 学習について配布資料を通読してくること 

事後学習 学習についてワークシートを作成する 

第５回 動機づけ 
事前学習 

動機づけについて配布資料を通読してくるこ
と 

事後学習 動機づけについてワークシートを作成する 

第６回 記憶と感情 
事前学習 

記憶と感情について配布資料を通読してくる

こと 

事後学習 記憶と感情についてワークシートを作成する 

第７回 言語と思考 
事前学習 

言語と思考について配布資料を通読してくる
こと 

事後学習 言語と思考についてワークシートを作成する 

第８回 発達心理学 

事前学習 
人の発達とライフサイクルについて配布資料
を通読してくること 

事後学習 
人の発達とライフサイクルについてワークシ

ートを作成する 

第 9 回 パーソナリティ 

事前学習 
パーソナリティについて配布資料を通読して
くること 

事後学習 
パーソナリティについてワークシートを作成

する 

第１0 回 社会心理学 
事前学習 

社会心理学について配布資料を通読してくる

こと 

事後学習 社会心理学についてワークシートを作成する 



 

 

第 1１回 心の健康とストレス 

事前学習 
心の健康とストレスについて配布資料を通読
してくること 

事後学習 
心の健康とストレスについてワークシートを

作成する 

第１2 回 心のケアと支援 

事前学習 
心のケアと支援について配布資料を通読して

くること 

事後学習 
心のケアと支援についてワークシートを作成

する 

第１3 回 まとめ 

事前学習 
これまでの内容について、ノートおよび配布 

資料を用いて一通り振り返っておくこと 

事後学習 
今回のまとめを手がかりに、期末試験に向け 

ての準備を強化する 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：発達心理学の講義で学んだエリクソンのライフサイクルについて、現代社会（もしくは出身国）の状

況を踏まえて、新たなライフサイクルの定義を考えレポートにまとめなさい。その際、⑴定義、⑵根拠となる研究や事

例についてレポートに含めること。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 8 回の授業後に実施する 

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する 

事後学習：まとめの講義で質疑応答・意見交換の場を設けるので、添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを

まとめること 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：社会心理学の講義で提示したキーワードの中から 1 つ選び、⑴定義、⑵関連する研究、⑶身近な例、

についてレポートにまとめなさい 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する 

事後学習：まとめの講義で質疑応答・意見交換の場を設けるので、添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを

まとめること 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1111 

GELA1332 

GELA1311 ２．授業担当教員 山下 真里 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学部生は、先に「心理学入門」を履修することが望ましい。 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分野

における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理解を

図るものである。 

８．学習目標 

1. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2. 心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3. 心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4. 心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5. 心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習として、テキストの該当箇所を読んでくること。また、知識の定着をはかるために、毎回講義終了
後に振り返りシートを配布するので、完成させ次回の講義において提出すること。なお、振り返りシートの
回収時間は、講義開始から５分間のみ受け付ける。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】和田万紀（編）『Next教科書シリーズ 心理学[第３版]』弘文堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得点に

より成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

この講義では、グループワーク等で他者とコミュニケーションをとりながら、講義内容について理解を深
めることが求められます。そのため授業妨害、他者への迷惑行為となるため、１．正当な理由のない遅刻、
早退 ２．私語や携帯電話の作動、居眠り、授業やディスカッションへの不参加、非協力的態度は厳禁。 

13．オフィスアワー 授業中に周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 心理学とは何か 
事前学習 シラバスを熟読してくること 

事後学習 教科書【序章】を通読する 

第２回 心理学の歴史と方法 
事前学習 教科書【第１】を通読する 

事後学習 振り返りシート①の作成と提出 

第３回 感覚・知覚・認知・感性 
事前学習 教科書【第２章】を通読する 

事後学習 振り返りシート②の作成と提出 

第４回 記憶 
事前学習 教科書【第３章の１】を通読する 

事後学習 振り返りシート③の作成と提出 

第５回 学習 
事前学習 教科書【第３章の２】を通読する 

事後学習 振り返りシート④の作成と提出 

第６回 感情・ストレス・動機付け 
事前学習 教科書【第４章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑤の作成と提出 

第７回 性格 性格と行動 
事前学習 教科書【第５章】を通読する 

事後学習 これまでの振り返りシートを復讐する 

第８回 発達 ライフサイクル論 乳幼児期 
事前学習 教科書【第６章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑥の作成と提出 

第９回 発達 ライフサイクル論 学童期以降 
事前学習 教科書【第６章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑦の作成と提出 

第１０回 社会的行動 その１ 対人関係 
事前学習 教科書【第７章の１と２】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑧の作成と提出 

第１１回 社会的行動 その２ 個人と集団 
事前学習 教科書【第７章の３】を通読する 

事後学習 これまでの振り返りシートを復讐する 

第１２回 心理学と支援：臨床心理学とコミュニティ心理学 
事前学習 教科書【第８章】を通読する 

事後学習 これまでの教科書の内容を復讐する 

第１３回 まとめ（質疑応答） 
事前学習 質問があれば用意してくること 

事後学習 講義の要点をまとめ、期末試験に向けての準備を行う 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 3 回～第 7 回の講義内容を踏まえて、「心理学的観点からみた自分の特性」についてレポートにま

とめる 

実施時期：第 7 回の講義後に実施する 

提出期限：第 8 回の授業開始時までに提出する。その後添削指導・質疑応答・意見交換を実施する。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

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



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 8 回～第 10 回講義内容に関連した事例を提示する。事例を熟読し、「心理学を活かした対応」につ

いてレポートにまとめる 

実施時期：第 10 回の講義後に実施する 

提出期限：第 11 回の授業開始時までに提出する。その後添削指導・質疑応答・意見交換を実施する。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理学研究法 （4単位） 

３．科目番号 
EDPS2301 

EDPS3301 
２．授業担当教員 成本 忠正 

４．授業形態 講義・実習・演習(ディスカッションを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学入門、心理学概論、統計学、心理統計法、心理学基礎実験の全てを履修済みであること。 

７．講義概要 

 心理学は、具体的に見ることのできない人の心を対象としていることから、一般の人にも興味を持たれや

すい学問であり、身近なもののように思われる。しかし学問としての心理学は実証科学としての性格を持っ
ており、具体的に見ることのできる対象を扱う自然科学の方法論と共通するところが多い。そのため、心理
学を研究する際、具体的に見ることのできない心を見えるようにするための工夫が求められることから、人

の心という対象を実証科学的に扱う方法は、本質的な難点を伴っている。 

 そこで、本科目では、心理学を科学として研究するための代表的な方法である実験法、調査法、観察法、
検査法、面接法等について、それぞれの長所短所の両面、並びに研究における倫理を学び、実践するための

質及び量のデータを用いた実証的な思考方法を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

1.科学としての心理学であることの認識を持ち、実証科学的研究方法(量的研究および質的研究)の手順を理解

する。 

2.心理学の代表的な研究方法について理解し、自らの言葉で説明できるようになる。 

3.心理的な問題をいかに研究に乗せていくかについて、自ら考え、実践できるようになる。 

4.心理学研究における倫理とそれを遵守することの重要性を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ 心理学研究で得られた知見について詳細にリサーチし、それが社会（福祉・教育・企業）でどのように

貢献しているのかについてレポートを作成する。 

２ 各テーマの終了後に簡単な小テスト（15分程度）を実施する。 

３ 演習・グループディスカッションの結果を発表する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】南風原朝和編著『心理学研究法入門：調査・実験から実践まで』東京大学出版会、2001。 

【参考書】中澤潤他著『心理学マニュアル（要因計画法）』北大路書房、2000。 

     中澤潤他著『心理学マニュアル（観察法）』北大路書房、1997。 

     中澤潤他著『心理学マニュアル（質問紙法）』北大路書房、1998。 

     中澤潤他著『心理学マニュアル（面接法）』北大路書房、2000。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.科学としての心理学であることの認識を持ち、実証科学的方法の手順を理解していること 

2.心理学の代表的な研究方法について理解し、自らの言葉で説明できること 

3.心理的な問題をいかに研究に乗せていくかについて、倫理的な問題を含めて、自ら考え、実践できること 

○評定方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加)30％、グループ発表 30％、試験(小テスト、課題レポート)40％として算出した合計得点により成績

評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義は、実際的な問題をいかに心理学の研究に載せて検討し問題解決に至るかに重点を置いている。従っ

て、援助職などに多大な興味のある学生を前提としている。そこで、学生には以下のことを守って頂きたい。 

1. 居眠りや私語は禁止。 

2. 授業には、予習をして積極的態度で臨むこと。理解できないことがあれば、授業以外でも質問し、仲間同

士で研鑚して欲しい。 

3. レポートの提出期限は厳守すること。レポートの提出期限が守られない場合は、正当な理由がない限り、

受け取り拒否となる。 

4. 欠席、遅刻、早退をしない。正当な理由により、欠席等をした場合にはその理由を書面にして報告する。 

13．オフィスアワー 授業 1回目に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義ガイダンス（授業の進め方） 

心理学研究法とは何か？ 

事前学習 教科書【心理学の研究とは】を読む。 

事後学習 研究の意義について理解する。 

第２回 研究法の種類とそれぞれの特徴を理解する 
事前学習 教科書【心理学研究の特徴とその過程】を読む。 

事後学習 探索型研究と検証型研究について復習する。 

第３回 質的研究：観察法の論理を理解する 
事前学習 教科書【質的調査】を読む。 

事後学習 観察法で何がわかるのかについて復習する。 

第４回 質的研究：面接法の論理を理解する 
事前学習 教科書【質的調査】を読む。 

事後学習 面接法で何がわかるのかについて復習する。 

第５回 量的研究：実験法の理論を理解する 
事前学習 教科書【実験の理論と方法】を読む。 

事後学習 実験法で何がわかるのかついて復習する。 

第６回 量的研究：調査法の理論を理解する 
事前学習 教科書【量的調査】を読む。 

事後学習 量的調査で何がわかるのかについて復習する。 

第７回 演習①：一対比較法を習得する 
事前学習 尺度構成について復習しておく。 

事後学習 一対比較法の利点を理解する。 

第８回 演習①：一対比較法を習得する 
事前学習 グループで質問紙を作成する。 

事後学習 グループで質問紙を作成する。 

第９回 演習①：一対比較法を習得する 
事前学習 グループで調査を実施する。 

事後学習 グループで調査を実施する。 



 

 

第１０回 演習①：一対比較法を習得する 
事前学習 グループでデータを集計・分析する。 

事後学習 グループでデータを集計・分析する。 

第１１回 演習①：一対比較法を習得する 
事前学習 グループでデータを集計・分析する。 

事後学習 グループでデータを集計・分析する。 

第１２回 演習①：調査結果の発表準備 
事前学習 グループで結果の発表準備をする。 

事後学習 グループで結果の発表準備をする。 

第１３回 演習①：調査結果の発表準備 
事前学習 グループで結果の発表準備をする。 

事後学習 グループで結果の発表準備をする。 

第１４回 演習①：調査結果のグループ発表 
事前学習 口頭発表。 

事後学習 口頭発表。 

第１５回 演習①：調査結果のグループ発表 
事前学習 口頭発表。 

事後学習 口頭発表。 

第１６回 演習②：ＳＤ法を習得する 
事前学習 量的調査の利点について復習しておく。 

事後学習 ＳＤ法の有用性について理解する。 

第１７回 演習②：ＳＤ法を習得する 
事前学習 グループで質問紙を作成する。 

事後学習 グループで質問紙を作成する。 

第１８回 演習②：ＳＤ法を習得する 
事前学習 グループで調査を実施する。 

事後学習 グループで調査を実施する。 

第１９回 演習②：ＳＤ法を習得する 
事前学習 グループでデータを集計・分析する。 

事後学習 グループでデータを集計・分析する。 

第２０回 演習②：ＳＤ法を習得する 
事前学習 グループでデータを集計・分析する。 

事後学習 グループでデータを集計・分析する。 

第２１回 演習②：調査結果の発表準備 
事前学習 グループで結果の発表準備をする。 

事後学習 グループで結果の発表準備をする。 

第２２回 演習②：調査結果の発表準備 
事前学習 グループで結果の発表準備をする。 

事後学習 グループで結果の発表準備をする。 

第２３回 演習②：調査結果のグループ発表 
事前学習 口頭発表。 

事後学習 口頭発表。 

第２４回 演習②：調査結果のグループ発表 
事前学習 口頭発表。 

事後学習 口頭発表。 

第２５回 心理学研究法の意義 
事前学習 心理学研究法の社会的貢献を理解しておく。 

事後学習 心理学研究法の意義について復習する。 

第２６回 講義のまとめ 

事前学習 心理学研究の意義とは何かを考える。 

事後学習 
これまでの授業内容を自分なりにまとめ，心理
学研究法の重要性を理解する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 3回の授業で紹介した「質的研究：観察法」の利点と留意点についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

  － 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回授業終了後に教室で行う。 

  － 添削内容等について引き続き質問がある場合は、その度も毎回の授業の授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 4回の授業で紹介した「質的研究：面接法」の利点と留意点についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

  － 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 

  － 添削内容等について引き続き質問がある場合は、その度も毎回の授業の授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

課題研究 

３ 

課題研究テーマ：第 5回の授業で紹介した「量的研究：実験法」の利点と留意点についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 8回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

  － 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業終了後に教室で行う。 

  － 添削内容等について引き続き質問がある場合は、その度も毎回の授業の授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 6回の授業で紹介した「量的研究：調査法」の利点と留意点についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

  － 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 14回授業終了後に教室で行う。 

  － 添削内容等について引き続き質問がある場合は、その度も毎回の授業の授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理学入門 （2単位） 

３．科目番号 GELA1310 

２．授業担当教員 久保 貴 

４．授業形態 講義・演習(ディスカッションを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学系科目の中で最初に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

 本科目では、心理学という学問の入門的な学習として、心理学への興味を高めるために、歴史や特徴を背
景とした心理学的思考法を体験的に学習する。また、心理学の主要な分野における最も基礎的な概念と理論
に幅広くふれながら、理解する。 

８．学習目標 

1. 心理学への興味を高め、後の心理学系専門科目の学習につなげることができる。 

2. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

3. 心理学的な思考方法を身につけ、心理学系専門科目を学ぶための基礎を身につける。 

4. 世間一般の心理学のイメージと、学問としての心理学との違いを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントとしては、講義前にはテキストの該当箇所を読み、講義後は知識の定着を図るため、再度、

テキストやレジュメに目を通す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

長谷川寿一 ，東條正城 ，大島尚 ，丹野義彦 ，廣中直行『はじめて出会う心理学 改訂版』有斐閣アル
マ，2008。 

【参考書】 

 講義において必要に応じて提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学への興味を高め、後の心理学系専門科目の学習につなげることができたか。 

2.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができたか。 

3.心理学的な思考方法を身につけ心理学系専門科目を学ぶための基礎が身についたか。 

4.世間一般の心理学のイメージと学問としての心理学との違いを理解し説明することができたか。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業におけ

るグループ発表等への積極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％と

して算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．3/4以上の出席は必須です。 

2．座席指定で授業をおこなう場合には、指定された座席で授業を受けてください。席の移動は認めません。 

3．指定された座席に基づくグループを作り，グループディスカッションを行います。グループ毎に司会者，

記録者，発表者を決めて積極的なディスカッションを行ってください。 

4．授業妨害となる行為は厳に慎んでください（上記、成績評価の方法参照）。 

5．学期末試験の持込み（ノート，配布資料等）の可否は，全受講生の受講態度や参加姿勢によって決定しま

す。一部の受講生の授業態度が悪い場合でも、すべての受講生の持込みを不可としますので、お互いに声

をかけあって積極的に授業に参加してください。 

13．オフィスアワー 授業において周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 受講にあたっての諸注意 

グループディスカッション  

事前学習 シラバスを熟読して、専用ノートを作成する 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第２回 心理学とは何か 心理学の歴史 
事前学習 教科書の第１章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第３回 心の発達（１）～乳幼児期～ 
事前学習 教科書の第３章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第４回 心の発達（２）～ライフサイクル～ 
事前学習 教科書の第４章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第５回 動機づけと情動 
事前学習 教科書の第５章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第６回 性格（１）～性格の記述、測定、変容～ 
事前学習 教科書の第６章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第７回 性格（２）～心理テストで自分の性格を知る～ 

事前学習 
「性格テスト」「人格テスト」をキーワードに

文献等で調べてまとめる。 

事後学習 
心理テストの効果と限界について自分の考

えをまとめる。 

第８回 知能 ～知能の考え方と測定～ 
事前学習 教科書の第７章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第９回 感覚・知覚 
事前学習 教科書の第１０章、第１１章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１０回 記憶 
事前学習 教科書の第１２章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 



 

 

第１１回 学習 
事前学習 教科書の第１３章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１２回 社会のなかの人 
事前学習 教科書の第１７章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１３回 まとめ 
事前学習 講義全体の総復習をする。 

事後学習 講義全体から学んだことをまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第３回～第５回の講義内容を踏まえて、「ライフサイクル」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式 ：Ａ４要旨１枚（１６００字以内） 

実施時期   ：第５回の授業後に実施する。 

提出期限   ：第６回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行う。 

事後学修   ：添削指導の内容を確認し、教科書等で補完する。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第９回～第１１回の講義内容を踏まえて、「知覚の特徴、学習とは何か」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式 ：Ａ４要旨１枚（１６００字以内） 

実施時期   ：第１１回の授業後に実施する。 

提出期限   ：第１２回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行う。 

事後学修   ：添削指導の内容を確認し、教科書等で補完する。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL1304 

２．授業担当教員 片岡 浩 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

  

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習
得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、指導者として子どもの造形

活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期・児童期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。
その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 
２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 

４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

１．課題作品提出 

２．プレゼンテーションおよび資料（写真）の提出 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】（購入の必要はない） 

【参考書】花篤 實・岡田敬吾『新造形表現 実技編』三晃書房。 

適宜資料を配布します。作品制作のための道具、材料は事前に指示しますので各自で用意してください。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。 

3．児童の造形活動を指導する上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．ものづくりや表現を「楽しむ」体験をして下さい。 

２．指示されたノルマやプログラムをただこなすのではなく、「失敗しても構わないので」自分の興味関心を
大切にし、自ら考え工夫し判断しながら自由な心で取り組む習慣を身に付けていって下さい。 

３．作品制作をとおして表現活動におけるコンセプトの意味を体験し、プレゼンテーション能力を養って下

さい。※授業日程は実習の進行状況によって調整する場合があります。 

13．オフィスアワー ※ 現在、時間割曜日未定  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
（授業内容、目的、評価、用意するものなど） 
・座席決め 

・自己紹介記入 
・（太陽、今朝の気分） 
【必要な道具】必要な道具は前週に指示する 

・水彩絵の具を各自用意（保管します） 
・【A4黒模造紙、白絵の具】 

事前学習 

①美術・芸術作品に親しむ為に、NHK 日曜美術館
などメディアを通した美術鑑賞を行う 
②過去の作品制作体験を振り返り、その経験をク

ロッキー帳に絵や文章等で自由に表現する 

事後学習 
内容のまとめ、図画工作でやってみたいことのイ
メージをふくらませアイデアや表現をクロッキ
ー帳に描く 

第２回 

絵具を使って親指と人差し指で文字を描く 
・（太陽、今朝の気分） 

・顔写真撮影 

事前学習 
美術・芸術作品に親しむ為に、NHK 日曜美術館な

どメディアを通した美術鑑賞を行う。 

事後学習 
過去の作品制作体験を振り返り、その経験をクロ
ッキー帳に絵や文章等で自由に表現する 

 

第３回 

スタンピング表現１ 
「にぼし」をつくろう                                
【必要な道具】絵具、カッター 

事前学習 
好きなもの・興味のあるものの特徴を観察し、ク
ロッキー帳に描く（書くのではなく描く） 

事後学習 

①ネガ・ポジ視点でモチーフを観察して描く 

②「マーブリング」「ブラッシング」「フロッター
ジュ」「デカルコマニー」「ステンシル」など関
連した技法について調べ比較しまとめる 

 

第４回 

スタンピング表現２ 
「手相を観察してペイントしよう」                            
【必要な道具】筆、絵具 

事前学習 
様々な絵の具の表現方法を体験し、理解を深める
為に、その技法と表現について調べる。 

事後学習 版画の技法についてグループで分担して調べる。 

 
第５回 

五感をつかった表現１ 

「右脳を使って表現しよう！」 
「見て、触って、たたいて、嗅いで、味わってりん
ごを表現する」 

（第 5回～第 7回は継続した作業） 
【必要な道具】クレヨン、スケッチブック 

事前学習 

五感をとおした実体験において、今までで印象に

残っていることをクロッキー帳に絵や文章等で
自由に表現する。 

事後学習 
様々なモチーフを授業と同様に、五感で体験し、
クロッキー帳に自由に表現し描く。 



 

 

第６回 

五感をつかった表現２ 

「りんごの世界」 色彩による感覚表現               
【必要な道具】折り紙・和紙・いろ紙、のり、はさ
み、スケッチブック 

事前学習 
五感で感じ経験した様々な情報を「色」を使って
クロッキー帳に自由に表現する 

事後学習 

①スクラッチ技法について調べる 

②異なるモチーフを用いて授業と同様の表現に
取り組み、課題の技法と表現について理解する 

第７回 

五感をつかった表現３ 
「りんごの世界」触覚による造形表現                
【必要な道具】新聞紙・折り紙・和紙・いろ紙、の

り、はさみ、スケッチブック 
まとめ（りんごの仕上げ・サイン）と撮影会 

事前学習 
五感で感じ経験した様々な情報を「色」を使って
クロッキー帳に自由に表現する。 

事後学習 
異なるモチーフを用いて授業と同様の表現に取
り組み、課題の技法と表現について理解する 

第８回 

視点を変えた立体表現１ 

アルミホイルとティッシュをつかった立体造形 
「ルビンの壺～ネガポジ視点でかたちをつくる工
夫」 

「骨格を意識する」 
・竹串骨格（テープ止め） 
・アルミホイルで補強 

【必要な道具】ｱﾙﾐﾎｲﾙ、ﾃｨｯｼｭ、竹串、水彩絵の具 

事前学習 白抜き描法でモチーフを意識的に観察する。 

事後学習 

「作品」に対する意識を高め、造詣を深め、興味・

関心・創作意欲を養う為に、ジュンク堂や図書館
などで美術・芸術の情報に触れたり、銀座のギャ
ラリー巡りを体験する（研究室前に展覧会情報が

掲示してあります※ギャラリーは基本的には入
場無料ですのでマナーを守って鑑賞しましょう） 

第９回 

視点を変えた立体表現２ 
アルミホイルとティッシュをつかった立体造形 
「ネガポジ視点でかたちをつくる」 

「オリジナル動物の作成」 
【必要な道具】水彩絵の具、粘土 
・ティッシュで肉付け→着色 

鑑賞会（各作品にコメントを書く）と撮影会 

事前学習 

ネガポジ視点でモノを観察する練習を行う 

五感をとおした実体験において、今までで印象に
残っていることをクロッキー帳に絵や文章等で
自由に表現する 

事後学習 

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝやﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄを把握する能力を養う為、今
回の課題で体験的に学んだことを参考にして、意
識的にカタチを捉え、その見方を学ぶ 

様々なモチーフを授業と同様に、五感で体験し、
クロッキー帳に自由に表現し描く 

第１０回 

視点を変えた立体表現３ 

①竹串骨格（テープ止め） 
②アルミホイルで補強 
③ティッシュ巻き 

④着色 鑑賞会（コメント記入・撮影） 

事前学習 
作品表現に関わるコンセプト・プレゼンテーショ
ンの意味について考察し、「作品テーマ」を詩や
言葉で表現する 

事後学習 
異なるモチーフを用いて授業と同様の表現に取
り組み、課題の技法と表現（鉛筆による表現、絵
具の混色）について理解する。 

第１１回 視点を変えた立体表現４ 

事前学習 
五感で感じ経験した様々な情報を画材の「色」を
使ってクロッキー帳に自由に表現する。 

事後学習 
素材表現の可能性について試行錯誤し探求する
※納得がいくまで実習室での時間外制作に取り
組んでも構わない 

第１２回 
色水あそび１ 
「カラフルキャベツをつくろう①」 
【必要な道具】水彩絵の具 

事前学習 
五感で感じ経験した様々な情報を「色」を使って
クロッキー帳に自由に表現する 

事後学習 
異なるモチーフを用いて授業と同様の表現に取
り組み、課題の技法と表現について理解する 

第１３回 
色水あそび２ 
「カラフルキャベツをつくろう②」                  
【必要な道具】水彩絵の具、のり、ティッシュ 

事前学習 

五感で感じ経験した様々な情報を「色」を使って
クロッキー帳に自由に表現する 
作品表現に関わるコンセプト・プレゼンテーショ

ンの意味について考察し、「作品テーマ」を詩や
言葉で表現する 

事後学習 

異なるモチーフを用いて授業と同様の表現に取

り組み、課題の技法と表現について理解する素材
表現の可能性について試行錯誤し探求する 
素材表現の可能性について試行錯誤し探求する 

課題研究 

1 

授業を通した体験をもとに以下の課題についてレポートを提出せよ。 
課題「素材と感性について述べよ」（A4.1200字） 

実施時期：第 13回終了後 
提出期限：最終授業終了日から 2週間以内に指定場所へ提出すること 
事後学習：授業内容のまとめ（授業において実施した各課題内容のまとめと感想、気づいたことを A4 用紙 1600 字 
     程度にまとめる）授業のまとめの振り返りに関しては授業中に伝達する。 

課題研究 

2 

以下の内容をまとめ課題作品ファイルを作成して提出すること。 

 １．課題内容と感想 
 ２．課題作品（立体作品は写真撮影すること） 
実施時期：第 13回終了後 

提出期限：最終授業終了日から 2週間以内に指定場所へ提出すること 
事後学習：授業内容のまとめ（A4 ファイル提出。各作品の題名とコンセプトを記入。作品制作時は作品のﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、 

 立体作品の場合撮影写真のﾌｧｲﾘﾝｸﾞ）授業のまとめの振り返りに関しては授業中に伝達する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL1304 

２．授業担当教員 佐々木 達行 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、指導者として子どもの造形
活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期・児童期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 
２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 

３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○ 予め教科書を読むなど、講義内容を予習し、内容について問いを持ったり、質問ができるようにしたり

して授業に臨むようにする。 

○ 毎回の講義内容の記録、実技、演習作品等を記録してファイル（A４）にまとめ、ポートフォリオとして

提出する。 

○ 学習の成果を課題レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

佐々木達行『造形教育における授業の課題・目標と評価』開隆堂出版。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』日本文教出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。 

3．児童の造形活動を指導する上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

講義内容は皆さんが目指している教師としての専門性を高めるためのものである。講義に出席した皆さん

は、お客さんではない。講義内容を予習しておき、分からないことがあれば質問したり、自分の考えを述べ

たりするなど自主的、積極的に関わり、理解を深めていくこと。講義内容について質問をすることは決して

恥ずかしいことではない。むしろ、質問ができるということは、自分が分かっていない部分に気づいている

ことで、優秀であり、大きく成長する可能性を持っているということである。講義は、知識や技術を与えて

もらうだけのものではなく、自分で勝ち取るものである。それは自分に自信が持てるようになること、教師

としての誇りを培っていくことにつながっていくはずである。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 授業の受け方、

内容、方法、準備等について 

事前学習 教科書を通読しておく 

事後学習 記録帳、材料、用具、ファイル等の準備、確認する。 

第２回 
造形教育の表現・鑑賞内容の意味（講

義理論） 

事前学習 
教科書 pp.81～89 を読んで、「表現・鑑賞内容」とは何か、分か

らないところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 
授業の記録を整理し、ファイルしておく。また、造形表現・鑑賞

内容について、他に説明できるようにしておく。 

第３回 

造形表現の意味と子どもの絵画表現

様式について（鑑賞演習） 

※課題制作①について説明 

事前学習 
「絵画様式」「児童の表現様式」とは何か、文言の意味を調べて

おく。 

事後学習 

授業の記録を整理し、ファイルしておく。また、子どもの表現様

式とその表現意味をまとめておくとともに、他に説明できるよう

にしておく。課題制作①を描く 



 

 

第４回 

※小さな作品展 

課題制作①「子どもの表現様式を捉

えた表現」 

造形教育における授業づくりの意味

と方法（講義理論） 

 

事前学習 
教科書 pp.89～96 を読んで、「授業づくり」の意味と方法とは何

か、分からないところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 
授業の記録を整理し、ファイルしておく。また、「授業デザイン」

の意味について、他に説明できるようにしておく。 

第５回 

自分マークの作成と造形発想の方法

（表現演習） 

※課題制作②について説明 

事前学習 

教科書 pp.74～80 を読んで、「造形的なものの見方や考え方（発

想・構想、・・・・）とはどの様なことか、分からないところが

あれば、質問できるようしておく。材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ 

事後学習 

授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

作成した自分マークを使った発想方法の考え方について確認し

ておく。課題制作②を描く。 

第 6回 

※小さな作品展 

課題制作②「自分マーク、色と形か

らの造形発想を捉えた表現」 

自分マーク、色と形からの造形発想①

の授業デザイン（授業デザイン演習） 

事前学習 

「自分マーク、色と形からの造形発想」を題材として「授業デザ

イン」すると、どの様になるか、分からないところがあれば、質

問できるようしておく。 

事後学習 

授業の記録、作成した「授業デザイン分析表」を整理し、ファイ

ルしておく。また、作成した「授業デザイン分析表」について、

その授業デザイン方法を確認しておく。 

第 7回 形、線の表情と造形発想②（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。造形表現としての「形」、「線」に

ついて考え、線を使った形を様々に描いてみる。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

「形」、「線」を使った発想方法の考え方について確認しておく。 

第 8回 
形、線の表情と造形発想②の授業デザ

イン（授業デザイン演習） 

事前学習 

教科書 pp.115～118 を読んで、「形、線からの造形発想」を題材

として「授業デザイン」すると、どの様になるか、分からないと

ころがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 

授業の記録、作成した「授業デザイン分析表」を整理し、ファイ

ルしておく。また、作成した「授業デザイン分析表」について、

その授業デザイン方法を確認しておく。 

第 9回 
絵画表現の様式と方法①・具象と色彩

（表現演習） 

事前学習 
美術史における「フォビズム」の意味や考え方を調べ、造形教育

との関連を考えておく。 

事後学習 

授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

フォビズム的表現における発想方法、及び考え方と造形教育との

関係について確認しておく。 

第 10回 
絵画表現の様式と方法②・キュビズム

と形態（表現演習） 

事前学習 
美術史における「キュビズム」の意味や考え方を調べ、造形教育

との関連を考えておく。 

事後学習 

授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

キュビズム的表現における発想方法、及び考え方と造形教育との

関係について確認しておく。 

第 11回 
抽象的な色と形からの造形発想③（表

現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。抽象的な表現とはどの様なものか、

その内容や方法について調べ、確認しておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

抽象的表現における発想方法の考え方について確認しておく。 

第 12回 
抽象的な色と形からの造形発想③の

授業デザイン（授業デザイン演習） 

事前学習 

教科書 pp.119～122を読んで、「抽象的な色と形からの造形発想」

を題材として「授業デザイン」すると、どの様になるか、分から

ないところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 

授業の記録、作成した「授業デザイン分析表」を整理し、ファイ

ルしておく。また、作成した「授業デザイン分析表」について、

その授業デザイン方法を確認しておく。 

第 13回 
授業のまとめと課題レポートについ

て 

事前学習 
作成したポートフォリオを確認し、授業の内容や課題を捉えなお

しておく。 

事後学習 課題レポートの作成 



 

 

課題制作

研究 1 

課題研究テーマ：第2 回～第3 回の講義内容を踏まえて、課題制作「子どもの表現様式を捉えた表現」をｸﾚﾖﾝ･ﾊﾟｽを使

って描く。 

表現形式：A3 用紙の絵画表現形式に1枚に課題絵画を描く 

実施時期：第3回の授業末に用紙を配布し、課題表現について説明を行う。 

提出期限：第4回の授業開始時に提出する。 

第4回の授業のはじめに小さな作品展を行い、意見交換会、及び指導を行う。 

課題表現

制作研究

2 

課題研究テーマ：第4 回～第5 回の講義内容を踏まえて、課題制作「自分マーク、色と形からの造形発想を捉えた表現」

をｸﾚﾖﾝ･ﾊﾟｽを使って描く。 

表現形式：A4 用紙の絵画表現形式に1枚に課題絵画を描く 

実施時期：第5回の授業末に用紙を配布し、課題表現について説明を行う。 

提出期限：第6回の授業開始時に提出する。 

第 6回の授業のはじめに小さな作品展を行い、意見交換会、及び指導を行う。 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ（小） （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1141 

SJOT1141 

SJMP2141 ２．授業担当教員 武本 大志 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、指導者として子どもの造形
活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期・児童期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 
２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 

３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ⅰ．毎時の授業において制作する作品を提出課題とする。 

ⅱ．制作・鑑賞に関わるレポートの作成と発表を行う。 

ⅲ．自己の振り返りとして、授業における取り組みをスケッチブックにまとめることを課題とする。 

以上、詳細についてはオリエンテーションの際に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】【参考書】 

授業の進行に伴い適宜資料を配布する。その他、必要に応じて参考となる図書を授業時に紹介する。 

【教材】 

制作道具・材料についてはオリエンテーション時に指示する。各自忘れずに準備をして授業に臨むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。 

3．児童の造形活動を指導する上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

①指導者の資格を得るという自覚を持ち、積極的に授業に参加すること。 

②実技を主とした授業展開のため欠席すると授業についてこられない可能性があります。やむを得ない理由

がない限り休まないこと。 

③使用する道具や自分の作品を大切にすること。 

④多くの体験を積み、広い視野を持つこと。 

以上のことを意識し、自身のために有意義な時間にしてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等（研究室の前に時間割表を掲示） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

授業に関する諸注意 

造形表現の構造・発想について 

事前学習 

中学校・高等学校において使用していた美術

の教科書を見返し、好きな作家・作品につい

て調べる。その際に、作品を好きだと感じる

理由についても考える。 

事後学習 

造形発想に関するグループでの制作活動を

振り返り、考えたこと感じたことを配布プリ

ントにまとめる。 

第２回 
◇ 色彩の基礎 

色のイメージと組み合わせについて 

事前学習 

これまでの描画経験を振り返り、自分の表現

と色について考える。「色の特徴」について

考え、表現するための工夫を書き出す。 

事後学習 

学んだ色の構造について振り返り、各色のイ

メージとその組み合わせからできた作品を

スケッチブックにまとめる。 

第３回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅱ 

（にじみ絵・バチック） 

事前学習 

クレヨンを用いた制作活動の経験を振り返

り、印象深かった作品を書き出す。作品制作

に向けて、クレヨンで簡潔に輪郭を描くこと

ができるようなモチーフの資料を収集する。 

事後学習 

にじみ絵とバチックによる制作活動を振り

返り、同様の技法が用いられた絵本作品につ

いて調べる。作品をスケッチブックにまとめ

る。 



 

 

第４回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅲ 

（スクラッチ・スパッタリング） 

事前学習 

筆を用いない描画の経験を振り返り、活動の

内容を書き出す。作品制作に向けて、幻想的

な表現による画面をイメージし、構想を練

る。 

事後学習 

スクラッチとスパッタリングによる制作活

動を振り返り、技法と表現の関係について考

える。作品をスケッチブックにまとめる。 

第５回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅳ 

（ドリッピング・スタンピング） 

事前学習 

筆を用いない描画の特性について考える。作

品制作に向けて、身の回りにある自然物の有

機的な形態に着目し、構想を練る。 

事後学習 

ドリッピングとスタンピングによる制作活

動を振り返り、子どもの造形活動における見

立ての重要性について考えたこと・感じたこ

とをプリントにまとめる。作品をスケッチブ

ックにまとめる。 

第６回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅴ 

（フロッタージュ・コラージュ） 

事前学習 

フロッタージュとコラージュという技法に

ついて調べ、作品の構想を練りながら、制作

に使用できそうな材料を収集する。 

事後学習 

フロッタージュとコラージュによる制作活

動を振り返り、同様の技法が用いられた絵本

作品について調べる。作品をスケッチブック

にまとめる。 

第７回 
◇ 紙工作 Ⅰ 

折り紙・色画用紙を用いた壁面装飾の基礎 

事前学習 
現場における壁面装飾について調査し、季節

ごとの実例をスケッチする。 

事後学習 

切り紙の折り方について復習する。10折り・

12 折り用のオリジナル型紙のアイデアを描

き出し、出来上がりのイメージとともに記録

する。作品をスケッチブックにまとめる。 

第８回 
◇ 紙工作 Ⅱ 

紙の折り目を利用した立体表現 

事前学習 

A4 ケント紙を用いてバースデーカードを制

作する時、どのような工夫ができるか考え、

アイデアを書き出す。 

事後学習 

ポップアップカードの制作活動を振り返り、

実際に制作した作品以外に、どのような形で

応用できるかを考え、アイデアを書き留め

る。作品をスケッチブックにまとめる。 

第９回 
◇ 素材についての研究  

スライムを作ろう 

事前学習 

スライムを作るにあたって、その方法や材料

について調べる。また、実際に作るにあたっ

ての安全面の考慮や制作方法についてまと

める。 

事後学習 

触感を刺激する教材の活用方法や意義につ

いて振り返りシートにまとめる。プリントに

まとめる。作品をスケッチブックにまとめ

る。 

第１０回 
◇ 造形教材研究 Ⅰ 

題材の設定、制作の準備・構想と下描き 

事前学習 
ダンボールでの造形遊びにどのようなもの

があるか調べて、制作のイメージを広げる。 

事後学習 
実際に制作する造形物についての制作方法

やデザイン案をスケッチブックにまとめる。 

第１１回 
◇ 造形教材研究 Ⅱ  

技法の工夫・彩色・組み立て 

事前学習 
制作する題材をグループで話し合い、必要な

材料や資料を各グループで用意しておく。 

事後学習 
完成に向けて改善点や手順などをスケッチ

ブックにまとめる。 

第１２回 
◇ 造形教材研究 Ⅲ  

仕上げと発表準備 

事前学習 
現場における実践の事例を調べ、完成のイメ

ージを明確にする。 

事後学習 

グループでの制作活動を振り返り、個人制作

との違いについて考え、プリントにまとめ

る。 

  



 

 

第１３回 
◇ 造形教材研究 Ⅳ  

発表と講評、制作のまとめ 

事前学習 

作品発表に向けての準備をする。グループ内

で制作のポイントについてまとめて発表に

備える。 

事後学習 

図画工作Ⅰでの自身の制作活動を振り返り

ながら、自分の造形表現の個性について考え

る。スケッチブック提出に向けて、作品やプ

リントをまとめる。 

課題研究

１ 

 

課題内容：授業時に提示 

形式：レポート課題  1,200 字程度  

実施時期：第 2回授業時に提示 

提出期限：第１２回講義まで 

事後学習：課題で取り扱った事項についてさらに調べ、理解を深める。 

課題研究

２ 

制作課題 １点 作品を制作し写真で提出 

形式：作品制作 1点 

実施時期：第３回授業時 

提出期限：第８回授業時（写真にて提出） 

事後学習：制作した作品を指導者の立場に立ち、具体的な指導法について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ（小） （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1141 

SJOT1141 

EDEL1304 ２．授業担当教員 薬本 武則 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習
得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、指導者として子どもの造形

活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期・児童期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。
その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎時の授業において制作する作品を完成させる（90分内での完成を目指す）。 

２．毎時の授業において、完成させた作品を発表する。 

３．授業における作品制作を、テーマ・使用材料・作業方法・感想及び反省内容を記述する。 

４．詳細については、オリエンテーションの際に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】薬本武則著『美術原理」K’s工房出版。 

【教材】画材（スケッチブック《S120》、水彩道具一式、色鉛筆《12色》）などの準備。授業ごと事前に通知。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。 

3．児童の造形活動を指導する上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．基本的な授業に対して、各自が自分なりのイメージを創り、自ら考え工夫する自由な心で表現する力を

育成すること。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
◇ オリエンテーション 

「図画工作Ⅰ」の授業内容について説明する 

事前学習 シラバス「図画工作Ⅰ」を一読する。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第２回 

◇理論 

美術教育（図画工作）の基本意識について、美術原理か

ら理論的に解説する 

事前学習 
「美術原理」「小学校学習指導要領・図画工

作」を読む。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第３回 

◇理論 

美術教育（図画工作）の表現、鑑賞方法について、美術

原理から理論的に解説する 

事前学習 「美術原理」を熟読する。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第４回 

◇レポート 

レポート作成（私と美術）、理論と体験を融合させた立

場から記述する 

事前学習 レポートの構想を練る。 

事後学習 
「美術」表現、鑑賞の基礎をポートフォリオ

にまとめる。 

第５回 

◇絵画表現② 

自画像を描く（クレヨンを用いて自分の顔を立体表現す

る） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品のコメントをポートフォ

リオに記録する。 

第６回 

◇絵画表現③ 

手をデッサンする（色鉛筆を用いて光と陰を的確に表現

する） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品のコメントをポートフォ

リオに記録する。 

第７回 

◇版画表現① 

落ち葉等を型押し版画にする。（水彩絵具を用いて表現

する） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品のコメントをポートフォ

リオに記録する。 

第８回 

◇紙細工① 

花を表現構成する（多色な折り紙を用いて、様々な花を

表現する） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品のコメントをポートフォ

リオに記録する。 

第９回 

◇紙細工③ 

飛ぶ鳥を作る（画用紙・厚紙や折り紙等を用いて表現す

る） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品のコメントをポートフォ

リオに記録する。 



 

 

第１０回 
◇紙細工④ 

お面を作る（画用紙・厚紙や折り紙等を用いて表現する） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品のコメントをポートフォ

リオに記録する。 

第１１回 
◇素材研究Ⅰ 

粘土を使って手の立体作品を作る 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品のコメントをポートフォ

リオに記録する。 

第１２回 
◇素材研究Ⅱ 

粘土を使って十二支の立体作品を作る 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品のコメントをポートフォ

リオに記録する。 

第１３回 
◇まとめ 

発表と講評及び鑑賞 

事前学習 
作品発表に向けての準備をする。また、鑑賞

に対する批評を整理しておく。 

事後学習 
他の学生の発表を観察吸収し、良い点を学び

コメント等をポートフォリオに記録する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「私と図画工作の指導」についてレポートにまとめなさい。（教員意識に支えられたレポート） 

レポート形式：当日に課題用紙を配布する。 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換などを行い、コメントを書いて返却する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：「室内写生」：自宅の室内を想像化して描く。（現実の空間を理想化して描いてもよい） 

表現形式：スケッチブック・クレヨン等 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、教室で作品鑑賞を行い、表現指導・質疑応答・意見交換などを実施する。 

事後学習：作品表現上の問題点や指導、質疑応答・意見交換などで学んだことを記録する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ／図画工作Ⅰ（保育士）（2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2421 

SCOT2421 

SJMP1141 ２．授業担当教員 薬本 武則 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、保育者・指導者として子ど
もの造形活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現することの喜びを体験する。 
２．様々な作品に触れ、子どもたちの生き生きとした表現に共感できる感性を養う。 

３．子どもの発達段階における造形の特質を理解し、場面に応じた援助の在り方について学ぶ。 
４．素材体験や題材研究を行い、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．子どもが自発的に造形活動を楽しむような場づくりについて、保育者・指導者の立場から考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容、作品・制作過程を毎回ポートフォリオにまとめる。詳細はオリエンテーションで説明する。 

２.「保育所保育指針解説書」の「表現」についてのレポート作成をする。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】薬本武則著『美術原理』K’s工房出版。 

【教科書】内閣府、文部科学省、厚生労働省編『幼保連携型認定こども園 教育・保育要領解説』フレーベル

社、2018。 

【教材】画材（スケッチブック《F6》、水彩道具一式、クレヨン《16色》、教育用折り紙(色紙)、糊、粘土な

ど）の準備。授業ごと事前に通知。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。（学習目標 1・2） 

2．子どもの造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。（学習目標 3・4） 

3．子どもの造形活動を支える上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

乳児・幼児・児童期は、絵を描いたりものを作ったりする造形活動が非常に活発で、意欲的です。幼児・

児童に喜びと自信をもたせながら、心身の成長発達に沿った造形活動を援助できるような保育者・教諭をめ

ざしましょう。そのためには、学生自身がより豊かな感性と多種多様な造形活動を体験することが大切です。

授業では幼児・児童造形教育のための基礎・基本を学び、幼児の目線で遊びにつながる演習をします。学生

自身、造形教育活動に興味と関心をもって授業に臨みましょう。 

【注意事項】 

・汚れてもよい服装で出席すること。 

・授業の事後学習として毎回「ポートフォリオに記録する」ことに慣れましょう。授業内容、制作過程（写

真、コメント）を保存、記録する作業は煩雑ですが、自分の成長の証し・作品集の記録になります。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

・授業計画と評価など、 

・ポートフォリオ作成の手順など 

事前学習 シラバス「図画工作Ⅰ」を一読する。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第２回 
理論 

図画工作の教育意識について、美術原理から学ぶ 

事前学習 「美術原理」を読む。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第３回 
理論  

図画工作の表現･鑑賞方法について、美術原理から学ぶ 

事前学習 「美術原理」を熟読する。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第４回 

乳児・幼児・児童期の表現発達について学ぶ 

「幼保連携型認定こども園 教育・保育要領解説」を用

いて 

事前学習 
「幼保連携型認定こども園 教育・保育要領

解説」を読む。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第５回 乳児・幼児・児童期の表現についてのレポート作成 

事前学習 レポートの構想を練る。 

事後学習 
「表現」についてのレポートをポートフォリ

オに記録する。 

第６回 
ひっかき絵 

（スケッチブック F6、クレヨン、針金など 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第７回 
型押し版画 

（スケッチブック、水彩道具一式、枯葉など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 



 

 

第８回 
はじき絵 

（スケッチブック、クレヨン、水彩道具一式など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第９回 
折り紙① 顔を作る 

（スケッチブック、折り紙、はさみ、糊など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１０回 
折り紙② 花を作る 

（スケッチブック、折り紙、はさみ、糊など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１１回 

立体作品② パタパタ鳥など 

（スケッチブック、クレヨン、色鉛筆、水彩道具一

式、折り紙、糊、ハサミなど） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１２回 粘土制作 十二支を作る（粘土、粘土板、ヘラなど） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１３回 まとめ 発表と講評及び鑑賞 

事前学習 
作品発表に向けての準備をする。また、鑑賞

に対する批評を整理しておく。 

事後学習 

他の学生の発表を観察吸収し、良い点を学

び、コメント等をポートフォリオに記録す

る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「保育内容・表現」についてレポートにまとめなさい。（幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説

に基づいて記述する） 

レポート形式：A４用紙１枚(1,440)字程度)、主にパソコンで作成する。１行目にテーマ、2 行目に学籍番号・氏名を書

いて、3 行目から記述する 

実施時期：第 5 回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換などを行い、コメントを書いて返却する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換などで学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：「自画像を描く」：自宅の中で鏡に映る自分の顔を想像化して描く(自分の顔を理想化して描いてもよい) 

表現形式：スケッチブック・クレヨン等 

実施時期：第 8 回の授業後に実施する 

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、教室で作品鑑賞を行い、表現指導・質疑応答・意見交換などを実施する。 

事後学習：作品表現上の問題点や指導、質疑応答・意見交換などで学んだことを記録する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDEL2304 

EDEL1306 
２．授業担当教員 片岡 浩 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証

として取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とす
る。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、指導者として造形教育の実践の場に通

用する幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、自己の表現
を探求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支えるため
に必要な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 
２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深め

る。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．課題作品提出 
２．プレゼンテーションおよび資料（写真）の提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しない 
【参考書】『カラーコーディネーター入門 色彩』日本色研事業株式会社。 
適宜資料を配布します。作品制作のための道具、材料は事前に指示しますので各自で用意してください。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。 

3．児童の豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．ものづくりや表現を「楽しみ、身につける」体験をしてください。 
２．指示されたノルマやプログラムをただこなすのではなく、「失敗しても構わないので」自分の興味関心

を大切にし、自ら考え工夫し判断しながら自由な心で取り組む習慣を身に付けていってください。 
※授業日程は実習の進行状況によって調整する場合があります。 

13．オフィスアワー ※ 現在、時間割曜日未定  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
（授業内容、目的、評価、用意するものなど） 
・座席決め、・自己紹介記入、・（太陽、今朝の気分） 
【必要な道具】必要な道具は前週に指示する 
・水彩絵の具を各自用意（保管します） 
・【A4黒模造紙、白絵の具】  

事前学習 
美術・芸術作品に親しむ為、NHK日曜美術館など
メディアを通した美術・芸術鑑賞を行う 

事後学習 
過去の作品制作体験を振り返り、図画工作でや
ってみたいことのイメージを膨らませアイデア
をクロッキー帳に描きとめておく 

第２回 

顔写真撮影をおこなう、・（太陽、今朝の気分） 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現① 
「にぼし」をつくろう                                
【必要な道具】絵具、カッター 

事前学習 
好きなもの・興味のあるものの特徴を観察し、ク
ロッキー帳に描く（書くのではなく描く） 

事後学習 

①ネガ・ポジ視点でモチーフを観察して描く 
②「マーブリング」「ブラッシング」「フロッター
ジュ」「デカルコマニー」「ステンシル」など関
連した技法について調べ比較しまとめる 

第３回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現② 
a.絵の具と水と紙の特性を活かし、見えた色を表現す

る               
b. 絵の具と水と紙の特性を活かし、臭いを色で表現
する 

【必要な道具】のり、はさみ、絵具、りんご 

事前学習 

五感をとおした実体験において、今までで印象
に残っていることをクロッキー帳に絵や文章等
で自由に表現する 

事後学習 
様々なモチーフを授業と同様に、五感で体験し、
クロッキー帳に自由に表現し描く。 

第４回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現③ 
触覚のみで立体表現を試みる 

【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 
五感で感じ経験した様々な情報を「色」を使って

クロッキー帳に自由に表現する 

事後学習 

①スクラッチ技法について調べる 
②異なるモチーフを用いて授業と同様の表現に
取り組み、課題の技法と表現について理解す
る 

  



 

 

第５回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現④ 

各自が「テーマ」を創り他者と交換して、その「テ
ーマ」を基に制作に取り組む 
ダンボール造形① 

【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 
「ルビンの壺」や白抜き描法でモチーフを意識
的に観察する 

事後学習 

「作品」に対する意識を高め、造詣を深め、興味・
関心・創作意欲を養う為に、ジュンク堂や図書館
などで美術・芸術の情報に触れたり、銀座のギャ
ラリー巡りを体験する（研究室前に展覧会情報
が掲示してあります※ギャラリーは基本的には
入場無料ですのでマナーを守って鑑賞しましょ
う） 

第６回 
五感を働かせながら素材の特性を活かした表現⑤ 
ダンボール造形② 
【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 
各自で画材と紙の関係性を探りながら表現の可
能性を探る 

事後学習 
表現活動におけるコンセプトやテーマの意味合
いを探り、各自でまとめる 

第７回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる① 
 
ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞとﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの学習 
a.グループ分け（4名づつ） 
b.グループ Aは「昔話、童話」などを題材にして他
グループへの制作指示依頼書を作成する（課題づく
り） 
c.全体に対しプレゼンテーションを行う 
d.各グループは希望する企画を相手グループにもら
い、自分たちでその企画書を基に制作準備を行う 
【必要な道具】鉛筆、資料、粘土、絵具、段ボー
ル、色紙など自由に使用する 

事前学習 

①ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞについて調べ、授業において活
用すること 

②「出来ないかもしれない」「こんなこと言って
いいのか」などの否定的思考を排除した、自由
で楽しい発想力を身に付け養うために、個人
やグループでﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞやﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの
学習に積極的に取り組むこと 

事後学習 

（授業の続き） 
③各グループは与えられた課題を自分たちの解
釈を加え、アレンジして制作に取り組む（作品
の題名、登場人物、キャラクター設定、場面状
況設定、小道具、表現方法、工夫点など） 

④グループごとに、斬新かつ独創的な様々なア
イデアや意見交換を記録し、それを元にさら
に新しい発想、新たなアイデアを創出してい
く 

第８回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる② 
 

ものがたりの内容をまとめる 
登場人物・アイテムのデザイン 

事前学習 

①正しい技能の修得と機械工具・道具の扱い方、

道具の片づけと清掃、作品の保管に取り組み、
それらを習慣化し体験的に身に付けるという
意識を持つこと 

②デザイン資料（写真）の準備 

事後学習 

①授業全体を通して、制作者及び指導者の視点
を持ち、安全確保を第一の旨とし身だしなみに
気を配り、作業空間に対する配慮と意識を養う
こと 
②作業記録プリントにグループでの作業の要
点、配慮事項、気付いたこと、工夫点などを書き
込む（毎時記入し提出する） 

第９回 

電ノコをつかった人形制作①  

 
【1グループに板を 1枚配布、板取り】 
シナ合板材 5.5×225×900㎜ 3層 

概要説明 
「動線・安全性・清掃・整理整頓について」 
「鉛筆の削り方・扱い方」 
「白抜きデザイン」 

事前学習 
①完成までの作業工程計画を具体帝にイメージ
し表にする 
②電ノコ作業をするためのデザイン書き写し 

事後学習 

①「動物の白抜きデザイン」に取り組む 
②パズルのﾈｶﾞﾎﾟｼﾞ・白抜きﾃﾞｻﾞｲﾝにグループで
取り組む道具の扱い方を知り体験的に身に付け
る 

第１０回 

電ノコをつかった人形制作②  
 
【電ノコ・糸鋸の使用方法の説明】 

動線・安全性・清掃・整理整頓について 
道具・機械の扱いについて組木パズルの制作③ 
電鋸・糸ノコの使用方法の確認 

動線の確保の説明 
 
ペーパーやすりの扱いについて 

  #120でカット面やすりと面取り 
#400で磨き仕上げ 
【板・ペーパーやすり#120・#400】 

【安全への注意と配慮】 

事前学習 
動線確保・安全作業について、機械工具の特性と
使用法についての認識力を養う 

事後学習 
実習を通して安全確保のための身だしなみへの
配慮と動作についての意識を養うこと 

第１１回 
電ノコをつかった人形制作③ 
 
仕上げ、デザイン下書き 

事前学習 

班ごとにホームセンター等で必要な道具を購入

すること 
【必要な道具】 
木工用ペーパーやすり＃120、＃400 

事後学習 

①技能とコツについて深く考察・分析し、身につ
けるように取り組むこと 
②実習において気が付いたこと、工夫したこと、
上手くいかなかったことがあればその原因を分
析し記録し次回にいかすこと 

  



 

 

第１２回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる③ 
「人形、小道具の制作（着彩）」 
【50cm×50cmダンボール 

2枚、A3用紙 2枚】   

事前学習 

道具・材料の準備 
素材の特性を活かす仕上げ法と表現について考
察する 
【必要な道具】絵具 

事後学習 作業工程を振り返りまとめておく 

第１３回 
『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる③ 
「人形、小道具の制作（着彩）」 
【50cm×50cmダンボール 2枚、A3用紙 2枚】 

事前学習 

道具・材料の準備 
素材の特性を活かす仕上げ法と表現について考
察する 
【必要な道具】絵具 

事後学習 作業工程を振り返りまとめておく 

課題研究 

1 

授業を通した体験をもとに以下の課題についてレポートを提出せよ。 
課題「素材と感性について述べよ」（A4.1200字） 
実施時期：第 13回目終了時 
提出期限：最終授業終了日から 2週間以内に指定場所へ提出すること 
事後学習：授業内容のまとめ（授業において実施した各課題内容のまとめと感想、気づいたことを A4 用紙 1600 字程 

度にまとめる）授業内容のまとめに関しては授業中に伝達する。 

課題研究 

2 

以下の内容をまとめ課題作品ファイルを作成して提出すること。 
 １．課題内容と感想 
 ２．課題作品（立体作品は写真撮影すること） 
実施時期：第 13回終了時 
提出期限：最終授業終了日から 2週間以内に指定場所へ提出すること 
事後学習：授業内容のまとめ（A4 ファイル提出。各作品の題名とコンセプトを記入。作品制作時は作品のﾌｧｲﾘﾝｸﾞ、立 

体作品の場合撮影写真のﾌｧｲﾘﾝｸﾞ）授業内容のまとめに関しては授業中に伝達する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2304 

２．授業担当教員 武本 大志 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、指導者として造形教育の実践の場に通用
する幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、自己の表現を探

求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支えるために必要
な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ⅰ．毎時の実習において制作する作品を提出課題とする。 

ⅱ．制作・鑑賞に関わるレポートの作成と発表を行う。 

ⅲ．自己の振り返りとして、授業における取り組みをスケッチブックにまとめることを課題とする。 

以上、詳細についてはオリエンテーションの際に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】【参考書】 

授業の進行に伴い適宜資料を配布する。その他、必要に応じて参考となる図書を授業時に紹介する。 

【教材】 

制作道具・材料についてはオリエンテーション時に指示する。各自忘れずに準備をして授業に臨むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。 

3．児童の豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

①指導者の資格を得るという自覚を持ち、積極的に授業に参加すること。 

②実技を主とした授業展開のため欠席すると授業についてこられない可能性があります。やむを得ない理由

がない限り休まないこと。 

③使用する道具や自分の作品を大切にすること。 

④多くの体験を積み、広い視野を持つこと。 

以上のことを意識し、自身のために有意義な時間にしてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等（研究室の前に時間割表を掲示） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

授業に関する諸注意 

子どもの造形表現への理解について 

事前学習 

絵画表現や紙工作など、図画工作Ⅰでの造形

活動を振り返り、その達成度を考えるととも

に図画工作Ⅱにおける自分自身の目標を設

定する。 

事後学習 
子どもの描いた絵画に関して、ディスカッシ

ョンの前後における自身の考えをまとめる。 

第２回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅰ 

技法の復習と自己課題の設定 

事前学習 

図画工作Ⅰにおいて習得した絵画技法（デカ

ルコマニー・フィンガーペインティング・に

じみ絵・バチック・スクラッチ・スパッタリ

ング・ドリッピング・スタンピング・フロッ

タージュ・コラージュ等）の復習をする。 

事後学習 

自身で題材を設定する自己課題について、制

作の道筋を明確にし、構想をまとめる。作品

をスケッチブックにまとめる。 

第３回 
◇ 張り子による造形 Ⅰ  

作品構想・張り子制作 

事前学習 

張り子技法の制作の実例を調べる。風船や空

き容器を心材とした張り子制作に向けて、モ

チーフに関する資料と材料を収集する。 

事後学習 

張り子技法による制作活動を振り返り、風船

を心材とした場合の展開を考える。作品をス

ケッチブックにまとめる。 

  



 

 

第４回 
◇ 張り子による造形 Ⅱ  

着彩と組み立て・作品の相互鑑賞 

事前学習 

前回制作した作品について、装飾するために

必要な資料を収集する。作品を相互に鑑賞す

るにあたって、コンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第５回 
◇ 素材加工によるキーホルダー制作 Ⅰ  

作品構想・アイデアスケッチ 

事前学習 

造形表現に用いられる素材の種類を挙げ、そ

れぞれの素材に対するイメージをまとめる。

キーホルダー制作に向けて、モチーフに関す

る資料を収集する。 

事後学習 
制作活動を振り返り、作品コンセプトを確認

する。制作過程を作品ファイルをまとめる。 

第６回 
◇ 素材加工によるキーホルダー制作 Ⅱ  

電動糸鋸による金属板の切り抜き 

事前学習 

電動糸鋸を始めとした図画工作に使用され

る道具について、これまでの使用経験を振り

返り、適切な用具の管理と使用について考え

る。 

事後学習 

制作活動を振り返り、電動糸鋸と手動糸鋸の

使用感の違いについてプリントにまとめる。

同様に、制作の体験から、ものつくりにおけ

る手仕事の価値についても感じたこと・考え

たことを記す。 

第７回 
◇ 素材加工によるキーホルダー制作 Ⅲ  

作品研磨・仕上げ・作品相互鑑賞 

事前学習 

作品を研磨し、仕上げていくイメージを持

つ。作品のプレゼンテーションに向けてコン

セプトをまとめる。 

事後学習 

「研磨」について学んだことをプリントにま

とめ、活動自体が持つ意義についても考え

る。相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った

作品やプレゼンテーションについて良かっ

た点をまとめながら、考えたこと・感じたこ

とをプリントに記す。作品ファイルをまとめ

る。 

第８回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅱ  

色・形・触感について・自己課題の制作 

事前学習 

それぞれの制作計画に従って、必要となる材

料を収集する。まとめた構想についてアイデ

アスケッチを描く。 

事後学習 

制作活動を振り返り、自身の作品における色

や形、触感といった造形要素について考え

る。作品をスケッチブックにまとめる。 

第９回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅲ  

自己課題の制作・作品の相互鑑賞 

事前学習 

自己課題について、仕上げていくイメージを

持つ。作品のプレゼンテーションに向けてコ

ンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第１０回 
◇ じゃばら絵本制作 Ⅰ  

作品構想・構造の試作・アイデアデッサン 

事前学習 

オリジナルの絵本制作に向けて、課題（あら

すじ制作）を行う。キャラクターの構想を練

り、モチーフに関する資料を収集する。 

事後学習 

じゃばら絵本の基本的構造を復習し、各ペー

ジにおけるラフデッサンの制作を進める。作

品ファイルをまとめる。 

第１１回 
◇ じゃばら絵本制作 Ⅱ 

ページの作成・内容を描く 

事前学習 

各ページのラフデッサンをもとに、表現に適

した技法について考え、制作に必要となる材

料を用意する。 

事後学習 
作家「レオ・レオニ」に関するプリントをま

とめる。 

第１２回 
◇ じゃばら絵本制作 Ⅲ 

表紙の作成・組み立て 

事前学習 

じゃばら絵本の作品制作に関して、表紙の色

合いやタイトルのフォントなどのイメージ

を持ち、全体像の構想をまとめる。 

事後学習 

『えほん 子どものための 500冊』を参考に、

興味を持った作家・作品について調べ、プリ

ントにまとめる。 

  



 

 

第１３回 
◇ じゃばら絵本制作 Ⅳ 

まとめ・作品発表と講評 

事前学習 

作品のプレゼンテーションに向けてコンセ

プトをまとめる。自身の絵本作品を簡潔に伝

えるためのキャッチフレーズを考える。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。図画工作Ⅱの制作活動を振

り返り、ファイル提出に向けて作品とプリン

トをまとめる。 

課題研究

１ 

課題内容：授業内で提示する 

形式：レポート課題 1200字程度 

実施時期：第 2回授業時に提示 

提出期限：第１２回講義まで 

事後学習：課題で取り扱った事項についてさらに調べ、理解を深める。 

課題研究

２ 

課題内容：制作課題 １点 

形式：作品制作 1点 

実施時期：第３回授業時 

提出期限：第８回授業時（写真にて提出） 

事後学習：制作した作品を指導者の立場に立ち、具体的な指導法について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
図画工作Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP2141 

EDEL2304 
２．授業担当教員 中川 画太 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作 I の単位を習得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と
して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 

 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、指導者として造形教育の実践の場に通用

する幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、自己の表現を探
求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支えるために必要
な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 

３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深め
る。 

４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・基本的に、毎時の実習において制作する作品を提出課題とする。 

・上記以外に、グループワークによるプレゼンテーションを行い、グループに於いて求められることと、そ

れに如何に対応していくかなどをレポートして提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】（購入の必要はない。）授業の進行に伴ってレジュメを配布する。その他、必要に応じて参考と
なる図書を授業時に紹介する。 

制作道具・材料を自ら揃えることも学習の重要な要素なので、オリエンテーションや前週に支持された内容

に沿って、各自、確実に準備して授業に望むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。 

3．児童の豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

指導者としての資質を獲得するという目標を自覚し、そのために必要な体験を、より豊かで有効なものと

するために、 

・制作に集中すること、そのために最低限必要とされる体調の管理をしっかりして臨むこと。 

・指示された用具や素材を必ず用意すること。 

・制作した作品を大切にファイリングして、今後の貴重な資料とできるようにすること。 

以上３点、厳守です。一つ一つの体験を一過性のものとせず、より多くを身に付けて行けるよう意識を強く

して臨みましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

  講義概要。 

 鉛筆等を使った視覚認識についての実習を通して、児

童生徒の指導に欠かせない観察力を再認識する。 

事前学習 

絵画表現や紙工作など、図画工作Ⅰでの造形
活動を振り返り、達成度などを思い返しなが

ら、図画工作Ⅱにおける自分自身の目標設定
を考える。 

事後学習 
「読みとる」ことと、「見ること」「発見する

こと」との関連について理解を深める。 

第２回 

◇ 造形実習Ⅰ【表出体験、表現体験Ⅰ（平面）】 

表現から何を見出すか、偶然を利用した描画の中にどの
ような視覚ポイントがあるのかを体験し、児童生徒の表

現からより多くを受け取れる資質の獲得を目指す。（児
童生徒の表現から、より多くを受け取れる能力を身につ
けるⅠ〈偶然と工夫、その結果から受け取る体験〉） 

事前学習 指示された用具の準備。 

事後学習 

見つめて、発見し、感動する、その大切さを

確実に認識、理解する。  

返却された作品をファイルする。 

第３回 

◇ 造形実習Ⅱ【表現体験Ⅱ（平面）】 

そもそも表現とはどういうことか、その根本を視覚だけ

でなく、触覚、味覚、聴覚と関連づけた描画体験から考
える。 

事前学習 
造形表現について、図画工作Ⅰでの体験を振
り返る。材料・用具の準備。 

事後学習 
「表現」について深く考える。 

返却された作品をファイルする。 

第４回 

◇ 造形実習Ⅲ【表現体験Ⅲ（立体）】 

五感に言葉を加え、それを表現の起点として立体制作に
展開し、「表現とは？」を総合的に把握して、児童生徒
の表現理解ができる資質の完成を目指す。 

事前学習 
造形表現と言語の関係について、図画工作Ⅰ
での体験を振り返る。材料・用具の準備。 

事後学習 

「表現とは？」をより深く考える。 作品の

スケッチをファイルする。立体作品のファイ

リングについて、考える。 

  



 

 

第５回 

◇ 版を使った実習Ⅱ【凸版Ⅱ（紙版画Ⅰ）】 

版制作 

版表現は、直描きではない分、素朴な構造から複雑なプ
ロセスを要するものまで有ることを理解し、計画性など

が求められることを体験。児童生徒の、学年に応じた難
易度も考慮しながら制作を進める。 

事前学習 

幼児からこれまでの版的表現体験を振り返
る。さらに、紙工作体験を振り返り、材料・用
具を準備する。 

事後学習 

刷りをイメージしながら、デザインを確定す

る。 

返却された作品をファイルする。 

第６回 

◇  版を使った実習Ⅲ【凸版Ⅲ（紙版画Ⅱ）】 

刷り 

（児童生徒の表現から、より多くを受け取れる能力を身
につける II〈工夫とその結果から感じる体験〉） 

前回制作した版で刷ってみることで、計画通りにいった
面だけでなく、様々な発見を体験する。 

事前学習 仕上がりに必要な作業を確認する。 

事後学習 

版制作時に考えていたことと、実際の刷りの

効果を比較して、予想外に巧く行った点、よ

り工夫できると思われる点などを確認する。 

第７回 

◇ 版を使った実習Ⅴ【孔版（ステンシル）】 

（児童生徒の表現から、より多くを受け取れる能力を身
につけるⅢ〈造形遊びの体験Ⅱ〉） 

ステンシル技法を通して、実際の指導時を思い描きなが

ら制作してみる。 

事前学習 
造形表現から何を感じるか、これまでの体験

を振り返る。 

事後学習 

今までとは違う「刷り」の効果を確かめ、予

想外に巧く行った点、より工夫できると思わ

れる点などを確認する。 

返却された作品をファイルする。 

第８回 

◇版を使った実習Ⅳ【凸版Ⅳ（粘土版画）】 

（児童生徒の表現から、より多くを受け取れる能力を身
につけるⅣ〈造形遊びの体験Ⅰ〉） 

主に立体造形に使われる粘土を、平面制作に利用してみ

る。 

事前学習 
これまでの版表現で発見したことを振り返っ

ておく。 

事後学習 

紙版画とは異なる刷りの効果を確かめ、予想

外に巧く行った点、より工夫できると思われ

る点などを確認する。  

返却された作品をファイルする。 

第９回 

◇ 実践実習Ⅰ 

【見立て活動の聞き取り実践（デカルコマニーからの描

画）】 

大人と子どもの絵の成り立ちの違いから、子どもの絵と
の接し方、さらには、絵を介しての子どもとのコミュニ

ケーションの仕方について、実践体験を通して考える
（低学年の児童生徒を意識して、図式期の表現に寄り添
える能力の獲得を目指す）。 

事前学習 
見立て聞き取りについて、図画工作Ⅰを振り
返っておく。 

事後学習 

コミュニケーションの内容や、質問の仕方、

お話のまとめ方を振り返り、良かった点、工

夫すべき点を整理して、技量の向上に努め

る。 

返却された作品をファイルする。 

第１０回 

◇実践実習Ⅱ 

【ファッションショーⅠ：グループワーク（チームを作
成し、話し合って各グループのテーマを決める）】グル
ープごとのコンセプトを練り上げながら、プレゼンテー

ションの質を高めて行く。 

事前学習 

造形表現から何を発見し、何を感じるか、感
動できたか、など、これまでの体験を振り返

る。 

環境意識などについての自分の考えをまとめ
ておく。 

事後学習 
伝えたいことを伝える表現、伝わる表現につ

いて、理解を深める。 

第１１回 

◇実践実習Ⅲ 

【ファッションショーⅡ：グループワーク（アイデアデ
ィスカッション、制作）】 

事前学習 

何を伝えるか、そのためには何をしたらよい
か、を考え、用具や材料をそろえる準備をす

る。 

事後学習 

グループ各人の個性について考えながら、制作

活動の振り返りを行う。用具や材料をそろえ

る。 

第１２回 
◇ 実践実習Ⅳ【ファッションショーⅢ：グループワー
ク（制作）】 

事前学習 

用具や材料をそろえ、発表時に注意すべき点を
整理しておく。今後の展開に対する自分の考え
をまとめておく。 

事後学習 発表に向け、最終チェック。 

第１３回 
◇講義まとめ【ファッションショーⅣ：グループワーク
による発表、鑑賞、ふり返り、講評】 

事前学習 
グループにおける自分の役割を全う出来るよう

に準備する。 

事後学習 

お互いの発表を鑑賞しての、印象に残った

点、プレゼンテーションが良かった点をまと

める。図画工作Ⅱの制作活動全般を振り返

り、ファイリングした作品を整理して、まと

める。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回〜第 4回の講義内容からの展開として「具体的な描写を伴わない自画像」を制作する。 

配布された提出用紙の指示に沿って制作、提出する。 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

     第 7回の授業時に、評価コメントを添えて返却する。 

事後学習：自分の作品だけでなく、他者の作品にも興味を持ち、互いに見せ合い表現の多様、可能性を実感する。 

  



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第１回〜第９回の講義内容、実戦経験を踏まえて「オリジナルの塗り絵」を制作する。 

解説：平面表現に於いて、イメージを展開するとは「描く」ことである。平面表現に於いて「描く」と並行するのが

「塗る」と言う作業であるが、児童生徒の心的成長により大きな影響を与えるのは、「描く」ことで自らの内なるイメ

ージを目の前に具体的に展開し、それと向き合うことである。「塗る」と言う作業には、気づきや驚きなど児童生徒の

情操へ大きく働きかける内容が豊富に含まれてはいるが、指導者には「描く」ことの重要性を深く理解することが求め

られる。そこで、「塗り絵」を制作することで、「描く」と「塗る」の違いを実感し、「描く」ことの重要性に目を向け

る。 

配布された提出用紙の指示に沿って制作、提出する。 

実施時期：第８回の授業後に用紙を配り、解説する（第 9回の授業では時間が取れないため）。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     第 12回の授業時に、評価コメントを添えて返却する。 

事後学習：自分の作品だけでなく、他者の作品にも興味を持ち、「塗る人のこと」が考えられた塗り絵であるか、な      

     どの視点で鑑賞し、「塗る」と言う作業と、線を引いて「描く」作業の本質的な違いを再確認し、この課  

     題の意味を深く理解する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ／図画工作Ⅱ（幼）／図画工作Ⅱ（保育士）（2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2522 

SCOT2522 

SJMP2141 ２．授業担当教員 武本 大志 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、保育者・指導者として保育実践の場に還
元することのできる幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、

自己の表現を探求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支
えるために必要な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ⅰ．毎時の実習において制作する作品を提出課題とする。 

ⅱ．制作・鑑賞に関わるレポートの作成と発表を行う。 

ⅲ．自己の振り返りとして、授業における取り組みをスケッチブックにまとめることを課題とする。 

以上、詳細についてはオリエンテーションの際に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】【参考書】 

授業の進行に伴い適宜資料を配布する。その他、必要に応じて参考となる図書を授業時に紹介する。 

【教材】 

制作道具・材料についてはオリエンテーション時に指示する。各自忘れずに準備をして授業に臨むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。（学習目標 1・

3） 

2．子どもの造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。（学習目標 2・4） 

3．子どもの豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

①指導者の資格を得るという自覚を持ち、積極的に授業に参加すること。 

②実技を主とした授業展開のため欠席すると授業についてこられない可能性があります。やむを得ない理由

がない限り休まないこと。 

③使用する道具や自分の作品を大切にすること。 

④多くの体験を積み、広い視野を持つこと。 

以上のことを意識し、自身のために有意義な時間にしてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等（研究室の前に時間割表を掲示） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

授業に関する諸注意 

子どもの造形表現への理解について 

事前学習 

絵画表現や紙工作など、図画工作Ⅰでの造形

活動を振り返り、その達成度を考えるととも

に図画工作Ⅱにおける自分自身の目標を設

定する。 

事後学習 
子どもの描いた絵画に関して、ディスカッシ

ョンの前後における自身の考えをまとめる。 

第２回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅰ 

技法の復習と自己課題の設定 

事前学習 

図画工作Ⅰにおいて習得した絵画技法（デカ

ルコマニー・フィンガーペインティング・に

じみ絵・バチック・スクラッチ・スパッタリ

ング・ドリッピング・スタンピング・フロッ

タージュ・コラージュ等）の復習をする。 

事後学習 

自身で題材を設定する自己課題について、制

作の道筋を明確にし、構想をまとめる。作品

をスケッチブックにまとめる。 

第３回 
◇ 張り子による造形 Ⅰ  

作品構想・張り子制作 

事前学習 

張り子技法の制作の実例を調べる。風船や空

き容器を心材とした張り子制作に向けて、モ

チーフに関する資料と材料を収集する。 

事後学習 

張り子技法による制作活動を振り返り、風船

を心材とした場合の展開を考える。作品をス

ケッチブックにまとめる。 



 

 

第４回 
◇ 張り子による造形 Ⅱ  

着彩と組み立て・作品の相互鑑賞 

事前学習 

前回制作した作品について、装飾するために

必要な資料を収集する。作品を相互に鑑賞す

るにあたって、コンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第５回 
◇ 身近にある材料を用いたおもちゃ制作 Ⅰ 

作品構想・アイデアスケッチ 

事前学習 

身近にある材料を用いたおもちゃ制作に関

して、資料を収集する。実際に身近にある素

材を集め、造形材料となる可能性を探る。 

事後学習 

ディスカッションによって得られた制作の

構想をアイデアスケッチとともにまとめる。

実践的な制作の場において、子どもにより伝

わりやすい表現を意識しながら模擬授業の

準備を行う。 

第６回 
◇ 身近にある材料を用いたおもちゃ制作 Ⅱ 

作品の試作と発表準備 

事前学習 

制作の構想をもとに、教材準備について考え

る。実際に模擬授業における制作物を試作す

る。 

事後学習 

それぞれが持ち寄った試作を踏まえ、導入・

展開・まとめといった模擬授業の具体的な中

身についてグループで考えをまとめる。 

第７回 
◇ 身近にある材料を用いたおもちゃ制作 Ⅲ 

発表と相互鑑賞 

事前学習 
グループ毎に発表の準備とリハーサルを行

う。 

事後学習 

模擬授業形式の発表について、振り返りをプ

リントにまとめる。また、鑑賞者の視点にお

いて印象に残った発表を取り上げ、考えたこ

と・感じたことをプリントに記す。作品をス

ケッチブックにまとめる。 

第８回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅱ  

色・形・触感について・自己課題の制作 

事前学習 

それぞれの制作計画に従って、必要となる材

料を収集する。まとめた構想についてアイデ

アスケッチを描く。 

事後学習 

制作活動を振り返り、自身の作品における色

や形、触感といった造形要素について考え

る。作品をスケッチブックにまとめる。 

第９回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅲ  

自己課題の制作・作品の相互鑑賞 

事前学習 

自己課題について、仕上げていくイメージを

持つ。作品のプレゼンテーションに向けてコ

ンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第１０回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅰ 

作品構想・試作 

事前学習 

まとめの制作・発表に向けて、課題プリント

にアイデアをまとめる。ストーリーやキャラ

クターの構想を練り、モチーフに関する資料

を収集する。 

事後学習 

各制作物の基本的構造を復習し、アイデアデ

ッサンの制作を進める。作品をスケッチブッ

クにまとめる。 

第１１回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅱ 

ページの作成・内容を描く 

事前学習 

アイデアデッサンをもとに、表現に適した技

法について考え、制作に必要となる材料を用

意する。 

事後学習 
作家「レオ・レオニ」に関するプリントをま

とめる。 

第１２回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅲ 

表紙の作成・組み立て 

事前学習 

手作り絵本やパネルシアターの作品制作に

関して、彩色や仕掛けなどの工夫についてイ

メージを膨らませ、全体像の構想をまとめ

る。 

事後学習 

『えほん 子どものための 500冊』を参考に、

興味を持った作家・作品について調べ、プリ

ントにまとめる。 



 

 

第１３回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅳ 

まとめ・作品発表と講評 

事前学習 

作品のプレゼンテーションに向けてコンセ

プトをまとめる。自身の作品の魅力をより相

手に伝える工夫を考える。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。図画工作Ⅱの制作活動を振

り返り、スケッチブック提出に向けて作品と

プリントをまとめる。 

課題研究

１ 

課題内容：授業時に提示 

形式：レポート課題 1,200字程度 

実施時期：第 2回授業時に提示 

提出期限：第１２回講義まで 

事後学習：課題で取り扱った事項についてさらに調べ、理解を深める。 

課題研究

２ 

課題内容：授業時に提示 

形式：制作課題１点 

実施時期：第３回授業時 

提出期限：第８回授業時（写真にて提出） 

事後学習：制作した作品を指導者の立場に立ち、具体的な指導法について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
図画工作Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2141 

２．授業担当教員 中川 画太 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作 I の単位を習得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と
して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 

 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、保育者・指導者として保育実践の場に還

元することのできる幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、
自己の表現を探求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支
えるために必要な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 

３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深め
る。 

４．素材体験や題材研究の経験を重ね、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・基本的に、毎時の実習において制作する作品を提出課題とする。 

・上記以外に、グループワークによるプレゼンテーションを行い、グループに於いて求められることと、そ

れに如何に対応していくかなどをレポートして提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】（購入の必要はない。）授業の進行に伴ってレジュメを配布する。その他、必要に応じて参考と
なる図書を授業時に紹介する。 

制作道具・材料を自ら揃えることも学習の重要な要素なので、オリエンテーションや前週に支持された内容

に沿って、各自、確実に準備して授業に望むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。（学習目標

1・3） 

2．子どもの造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。（学習目標 2・4） 

3．子どもの豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

指導者としての資質を獲得するという目標を自覚し、そのために必要な体験を、より豊かで有効なものと

するために、 

・制作に集中すること、そのために最低限必要とされる体調の管理をしっかりして臨むこと。 

・指示された用具や素材を必ず用意すること。 

・制作した作品を大切にファイリングして、今後の貴重な資料とできるようにすること。 

以上３点、厳守です。一つ一つの体験を一過性のものとせず、より多くを身に付けて行けるよう意識を強く

して臨みましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

  講義概要。 

 鉛筆等を使った視覚認識についての実習を通して、幼
児生徒の指導に欠かせない観察力を再認識する。 

事前学習 

絵画表現や紙工作など、図画工作Ⅰでの造形
活動を振り返り、達成度などを思い返しなが
ら、図画工作Ⅱにおける自分自身の目標設定

を考える。 

事後学習 
「読みとる」ことと、「見ること」「発見する

こと」との関連について理解を深める。 

第２回 

◇ 造形実習Ⅰ【表出体験、表現体験Ⅰ（平面）】 

表現から何を見出すか、偶然を利用した描画の中にどの

ような視覚ポイントがあるのかを体験し、児童生徒の表
現からより多くを受け取れる資質の獲得を目指す。（幼
児の表現から、より多くを受け取れる能力を身につける

Ⅰ〈偶然と工夫、その結果から受け取る体験〉） 

事前学習 指示された用具の準備。 

事後学習 

見つめて、発見し、感動する、その大切さを

確実に認識、理解する。  

返却された作品をファイルする。 

第３回 

◇ 造形実習Ⅱ【表現体験Ⅱ（平面）】 

そもそも表現とはどういうことか、その根本を視覚だけ
でなく、触覚、味覚、聴覚と関連づけた描画体験から考

える。 

事前学習 
造形表現について、図画工作Ⅰでの体験を振

り返る。材料・用具の準備。 

事後学習 
「表現」について深く考える。 

返却された作品をファイルする。 

第４回 

◇ 造形実習Ⅲ【表現体験Ⅲ（立体）】 

五感に言葉を加え、それを表現の起点として立体制作に
展開し、「表現とは？」を総合的に把握して、幼児の表

現理解ができる資質の完成を目指す。 

事前学習 
造形表現と言語の関係について、図画工作Ⅰ

での体験を振り返る。材料・用具の準備。 

事後学習 

「表現とは？」をより深く考える。 作品の

スケッチをファイルする。立体作品のファイ

リングについて、考える。 

  



 

 

第５回 

◇ 幼児特有の描画表現発達段階について 

【.幼児から児童までの発達段階特有の描画表現につい

て学ぶ】 

幼児の描画表現理解のために大人（人類）の美術表現史
を振り返ってみる 

事前学習 

これまでに、子どもの描画から美術作品まで、
自分がどんな絵画に接してきたか、思い出して
みよう。 

事後学習 

幼児の発達段階がどのように遷り変わり、表現
活動はどのように変化して行くと考えられ、指
導者はそれにどう対応して行くことを求められ

るのか、整理してまとめる。 

第６回 

◇ 版を使った実習Ⅰ【凸版Ⅰ（紙版画Ⅰ）】 

版制作 

版表現は、直描きではない分、素朴な構造から複雑なプ
ロセスを要するものまで有ることを理解し、計画性など
が求められることを体験。幼児の表現理解への道しるべ

とする。 

事前学習 

幼児からこれまでの版的表現体験を振り返る。

さらに、紙工作体験を振り返り、材料・用具を
準備する。 

事後学習 

刷りをイメージしながら、デザインを確定す

る。 

返却された作品をファイルする。 

第７回 

◇  版を使った実習Ⅱ【凸版Ⅱ（紙版画Ⅱ）】 

刷り 

（幼児の表現から、より多くを受け取れる能力を身につ

ける II〈工夫とその結果から感じる体験〉） 

前回制作した版で刷ってみることで、計画通りにいった
面だけでなく、様々な発見を体験する 

事前学習 仕上がりに必要な作業を確認する。 

事後学習 

版制作時に考えていたことと、実際の刷りの

効果を比較して、予想外に巧く行った点、よ

り工夫できると思われる点などを確認する。 

第８回 

◇ 版を使った実習Ⅲ【孔版（ステンシル）】 

（幼児の表現から、より多くを受け取れる能力を身につ
けるⅢ〈造形遊びの体験Ⅱ〉） 

幼児にも容易にできるステンシル的技法を通して、実際

の指導時を思い描きながら制作してみる。 

事前学習 
造形表現から何を感じるか、これまでの体験

を振り返る。 

事後学習 

今までとは違う「刷り」の効果を確かめ、予

想外に巧く行った点、より工夫できると思わ

れる点などを確認する。 

返却された作品をファイルする。 

第９回 

◇ 実践実習Ⅰ 

【見立て活動の聞き取り実践（デカルコマニーからの描
画）】 

大人と子どもの絵の成り立ちの違いから、子どもの絵と

の接し方、さらには、絵を介しての子どもとのコミュニ
ケーションの仕方について、実践体験を通して考える
（象徴期、前図式期から図式期の幼児の描画表現に適切

に寄り添える技能を身につけるための実践）。 

事前学習 
見立て聞き取りについて、図画工作Ⅰを振り

返っておく。 

事後学習 

コミュニケーションの内容や、質問の仕方、

お話のまとめ方を振り返り、良かった点、工

夫すべき点を整理して、技量の向上に努め

る。 

返却された作品をファイルする。 

第１０回 

◇実践実習Ⅱ 

【ファッションショーⅠ：グループワーク（チームを作
成し、話し合って各グループのテーマを決める）】グル

ープごとのコンセプトを練り上げながら、プレゼンテー
ションの質を高めて行く。 

事前学習 

造形表現から何を発見し、何を感じるか、感
動できたか、など、これまでの体験を振り返

る。 

環境意識などについての自分の考えをまとめ
ておく。 

事後学習 
伝えたいことを伝える表現、伝わる表現につ

いて、理解を深める。 

第１１回 

◇実践実習Ⅲ 

【ファッションショーⅡ：グループワーク（アイデアデ
ィスカッション、制作）】 

事前学習 

何を伝えるか、そのためには何をしたらよい
か、を考え、用具や材料をそろえる準備をす

る。 

事後学習 

グループ各人の個性について考えながら、制作

活動の振り返りを行う。用具や材料をそろえ

る。 

第１２回 
◇ 実践実習Ⅳ【ファッションショーⅢ：グループワー
ク（制作）】 

事前学習 

用具や材料をそろえ、発表時に注意すべき点を
整理しておく。今後の展開に対する自分の考え
をまとめておく。 

事後学習 発表に向け、最終チェック。 

第１３回 
◇講義まとめ【ファッションショーⅣ：グループワーク
による発表、鑑賞、ふり返り、講評】 

事前学習 
グループにおける自分の役割を全う出来るよう

に準備する。 

事後学習 

お互いの発表を鑑賞しての、印象に残った

点、プレゼンテーションが良かった点をまと

める。図画工作Ⅱの制作活動全般を振り返

り、ファイリングした作品を整理して、まと

める。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回〜第 4回の講義内容からの展開として「具体的な描写を伴わない自画像」を制作する。 

配布された提出用紙の指示に沿って制作、提出する。 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

     第 7回の授業時に、評価コメントを添えて返却する。 

事後学習：自分の作品だけでなく、他者の作品にも興味を持ち、互いに見せ合い表現の多様、可能性を実感する。 

  



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第１回〜第９回の講義内容、実戦経験を踏まえて「オリジナルの塗り絵」を制作する。 

解説：平面表現に於いて、イメージを展開するとは「描く」ことである。平面表現に於いて「描く」と並行するのが

「塗る」と言う作業であるが、幼児の心的成長により大きな影響を与えるのは、「描く」ことで自らの内なるイメージ

を目の前に具体的に展開し、それと向き合うことである。「塗る」と言う作業には、気づきや驚きなど幼児の情操へ大

きく働きかける内容が豊富に含まれてはいるが、保育者には「描く」ことの重要性を深く理解することが求められる。

そこで、「塗り絵」を制作することで、「描く」と「塗る」の違いを実感し、「描く」ことの重要性に目を向ける。 

配布された提出用紙の指示に沿って制作、提出する。 

実施時期：第８回の授業後に用紙を配り、解説する（第 9回の授業では時間が取れないため）。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     第 12回の授業時に、評価コメントを添えて返却する。 

事後学習：自分の作品だけでなく、他者の作品にも興味を持ち、「塗る人のこと」が考えられた塗り絵であるか、な      

     どの視点で鑑賞し、「塗る」と言う作業と、線を引いて「描く」作業の本質的な違いを再確認し、この課  

     題の意味を深く理解する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
スクールソーシャルワーク演習 （1 単位） 

３．科目番号 

SSMP4472 

SCMP4472 

SBMP4472 ２．授業担当教員 大門 俊樹 

４．授業形態 演習、学校または子ども支援に関するフィールド体験 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

①個別事例へのアセスメントのみでなく、ソーシャルワーカーとして、教育行政や学校の動き、地域を把
握し、地域アセスメント、学校（地域機関）アセスメントができる力をつける。②ＳＳＷ実践、特にメゾ・マ
クロプラクティスについて実際に体験的に習得する。③記録化する手法を持たない学校のなかで、記録化す

るだけでなく、校内で記録用紙を創造し、蓄積していく力をつける。 

８．学習目標 

これまで社会福祉専門職が入ったことのなかった学校にソーシャルワークの視点を導入し、学校現場でソ
ーシャルワーク実践をどのように進めていけばいいのか、ミクロ・メゾ・マクロの観点すべてを視野に入れ
るスクールソーシャルワーカーの動きを実践的に習得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業期間中に、学校または子ども支援に関する施設へボランティアとして行き、フィールド体験を行うと

ともに、その内容と成果について授業内で発表し、レポートにまとめる。それ以外の課題については、授業

中に指示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

門田光司・鈴木庸裕『ハンドブック・学校ソーシャルワーク演習～実践のための手引～』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

門田光司・奥村賢『スクールソーシャルワーカーのしごと 学校ソーシャルワーク実践ガイド』中央法規。 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 個別事例へのアセスメントのみでなく、ソーシャルワーカーとして、教育行政や学校の動き、地域を把

握し、説明できるか。 

2) 地域アセスメント、学校（地域機関）アセスメントし、説明できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合的して評価する。 

１ 授業への積極的参加          総合点の２０％ 

２ レポート               総合点の５０％ 

３ フィールド体験とそのレポート     総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．本授業の受講については次の点が前提となる。 

・3年次にソーシャルワーク実習を終了していること。 

・社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格取得に向けて十分な学習をし、基本的知識と技術を備え

ていること。 

・スクールソーシャルワーク実習に行く準備をしていること。 

２．欠席・遅刻・早退をしないこと。 

３．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。 

４．授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も改善が見られないときは、F 評価とす

る。 

５．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループディスカッションや意見の発表時には間違いを恐

れず、恥ずかしがらずに前へ出ること。 

６．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 

13．オフィスアワー 最初の授業で発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（内容・進め方・評価

方法）、 

貧困家庭の子どもたちへの支援１ 

（貧困家庭の支援機関を知る） 

事前学習 テキスト第３章の pp.107～118を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 貧困家庭の子どもたちへの支援についてまとめる。 

第２回 
特別支援教育の子どもたちへの支援１ 

（特別支援教育の支援機関を知る） 

事前学習 テキスト第３章の pp.127～138を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 特別支援教育の子どもたちへの支援についてまとめる。 

第３回 
ゲストスピーカーを迎えて（１） 

 

事前学習 ゲストスピーカーに質問したいことを考える。 

事後学習 ゲストスピーカーの話から得たことをまとめる。 

  



 

 

第４回 
精神疾患の子どもたちへの支援１ 

（精神疾患の支援機関を知る） 

事前学習 テキスト第３章の pp.145～153を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 精神疾患の子どもたちへの支援についてまとめる。 

第５回 
精神疾患の子どもたちへの支援２ 

（事例学習） 

事前学習 
テキスト第３章の pp.153～169を熟読し、アセスメントシー

トを作成する。 

事後学習 テキスト p.169の「事例を振り返る」を考え、理解を深める。 

第６回 
事例を使った演習１ 

（知的障害のある不登校児への支援１） 

事前学習 
テキスト第 4章の pp.173～181の事例（１）を熟読し、アセ

スメントシートを作成する。 

事後学習 事例（１）のエコマップを作成する。 

第７回 
事例を使った演習１ 

（知的障害のある不登校児への支援２） 

事前学習 事例（１）の支援計画を作成する。 

事後学習 テキスト p.181の演習課題に取り組む。 

第８回 ゲストスピーカーを迎えて（２） 

事前学習 ゲストスピーカーに質問したいことを考える。 

事後学習 ゲストスピーカーの話から得たことをまとめる。 

第９回 

事例を使った演習２ 

（「不登校」の背景に存在する環境への介

入事例１） 

事前学習 
テキスト第 4章の pp.181～190の事例（２）を熟読し、アセ

スメントシートを作成する。 

事後学習 事例（２）のエコマップを作成する。 

第１０回 

事例を使った演習２ 

（「不登校」の背景に存在する環境への介

入事例２） 

事前学習 事例（２）の支援計画を作成する。 

事後学習 テキスト pp.189～190の討議ポイントに取り組む。 

第１１回 
事例を使った演習３ 

（知的障害を持つ児童への就学支援１） 

事前学習 
テキスト第４章の pp.190～204の事例（３）を熟読し、アセ

スメントシートを作成する。 

事後学習 事例（３）のエコマップを作成する。 

第１２回 
事例を使った演習３ 

（知的障害を持つ児童への就学支援２） 

事前学習 事例（３）の支援計画を作成する。 

事後学習 テキスト pp.204～205の演習課題に取り組む。 

第１３回 まとめ（事例に関する総合学習） 

事前学習 
テキストで取り上げた事例のうち１つを選び、再度熟読す

る。 

事後学習 
スクールソーシャルワーカーとしてその事例を扱うと仮定し

て、どのように介入するか考察する。 

課題研究

１ 

第 1回の授業で行った子どもの貧困に関するワークを踏まえて、貧困家庭の子どもたちへの支援についてレポートにまと 

めなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 2回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

第 3回の授業を踏まえて、特別支援教育の子どもたちへの支援についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第 3回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） スクールソーシャルワーク論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP4306 

SCMP4306 

SPMP3306 ２．授業担当教員 大門 俊樹 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子ども家庭福祉におけるスクールソーシャルワークの位置づけを意識しながら、その固有性、特性をまず

理解する。その後、①スクールソーシャルワークの価値、目的、役割、②アメリカ・韓国・日本のスクール
ソーシャルワーク、③学校及び連携機関の理解、④スクールソーシャルワークの基礎理論及び展開過程、⑤
スクールソーシャルワーク実践などについて学んでいく。 

８．学習目標 

・ わが国の学校現場の理解、児童問題について理解したうえで、学校現場にスクールソーシャルワークを導
入する意義について理解し、説明することができる。 

・ スクールソーシャルワークの実践過程、理論及びわが国における実践状況を学ぶとともに、海外のスクー

ルソーシャルワーク実践についても理解し、説明することができる。 
・ わが国においては、これから作られていく新しい領域であり、エビデンスに基づいた実践へと発展するこ

とを目標とする。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業期間中に、学校または子ども支援に関する施設へボランティアとして行き、フィールド体験を行うと

ともに、その内容と成果についてレポートにまとめる。それ以外の課題については、授業中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山野則子・野田正人・半羽利美佳編著『よくわかるスクールソーシャルワーク 第２版』ミネルヴァ書房、 

2016。 

【参考書】 

日本学校ソーシャルワーク学会『スクールソーシャルワーカー養成テキスト』中央法規、2008。 

門田光司・奥村賢一『スクールソーシャルワーカーのしごと 学校ソーシャルワーク実践ガイド』中央法規、

2009。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 学校現場にスクールソーシャルワークを導入する意義について理解し、説明することができるか。 

2) スクールソーシャルワークの実践過程、理論及びわが国における実践状況、海外のスクールソーシャル

ワーク実践について理解し、説明することができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合的して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の２０％ 

２ レポート            総合点の５０％ 

３ フィールド体験とそのレポート  総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．本授業の受講については次の点が前提となる。 

・3年次にソーシャルワーク実習を終了していること。 

・社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格取得に向けて十分な学習をし、基本的知識と技術を備えて

いること。 

・スクールソーシャルワーク実習に行く準備をしていること。 

２．欠席・遅刻・早退をしないこと。 

３．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。 

４．授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も改善が見られないときは、F評価とする。 

５．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループディスカッションや意見の発表時には間違いを恐れ

ず、恥ずかしがらずに前に出ること。 

６．授業中に指示された課題の提出期限は厳守すること。 

13．オフィスアワー 最初の授業で発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（内容・進め方・評価

方法・スクールソーシャルワークの現況等） 

事前学習 
なぜスクールソーシャルワークを学ぼうと思うのか、よく

考え整理して授業に臨む。 

事後学習 
スクールソーシャルワークの現況についてわかったことを

まとめる。 

第 2 回 スクールソーシャルワークとは 

事前学習 テキスト第２章を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
スクールソーシャルワークの価値、目的と役割についてま

とめる。 

第 3 回 日本のスクールソーシャルワーク 

事前学習 テキスト第３章第５～６節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
日本のスクールソーシャルワークの歴史についてまとめ

る。 

第 4 回 
学校教育とスクールソーシャルワーク① 

（教育行政の仕組みと学校） 

事前学習 テキスト第４章第１～３節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 教育行政の仕組みと学校についてまとめる。 

第 5 回 

学校教育とスクールソーシャルワーク② 

（スクールソーシャルワークにおける教育

委員会の役割） 

事前学習 テキスト第４章第４，６，７節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
スクールソーシャルワークにおける教育委員会の役割につ

いてまとめる。 

  



 

 

第 6 回 
教育（学校）が連携する機関とその機能① 

（児童相談所と福祉事務所の機能） 

事前学習 第５章第１～３節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 児童相談所と福祉事務所の機能についてまとめる。 

第 7 回 

教育（学校）が連携する機関とその機能② 

（福祉事務所・要保護児童対策地域協議

会・児童福祉施設の機能） 

事前学習 第５章第４，５，８節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 市町村と要保護児童対策地域協議会についてまとめる。 

第 8 回 スクールソーシャルワークの基礎理論 
事前学習 第６章を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 エコロジカル・アプローチと修復的対話についてまとめる。 

第 9 回 
スクールソーシャルワークの展開過程 

（ミクロ実践の展開過程） 

事前学習 第７章第１～３節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 ミクロ実践の展開過程についてまとめる。 

第 10 回 
スクールソーシャルワークの展開過程 

（メゾ実践の展開過程） 

事前学習 第７章第４～７節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 メゾ実践の展開過程についてまとめる。 

第 11 回 
スクールソーシャルワーク実践 

（いじめとスクールソーシャルワーク） 

事前学習 第８章第４節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 いじめとスクールソーシャルワークについてまとめる。 

第 12 回 
スクールソーシャルワーク実践 

（児童虐待とスクールソーシャルワーク） 

事前学習 第８章第８節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 児童虐待とスクールソーシャルワークについてまとめる。 

第 13 回 
まとめ（スクールソーシャルワークの必要

性について総合的に考察） 

事前学習 
なぜスクールソーシャルワークが必要とされてきているの

か考える。 

事後学習 
秋のスクールソーシャルワーク実習において何を得ようと

思うか考える。 

課題研究

１ 

テキスト第 1 章を熟読し、学校・子どもたちが抱える課題を挙げながら、「なぜスクールソーシャルワークが必要なの

か」についてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 2回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

テキスト第 3章第 1～3編を熟読し、アメリカと韓国のスクールソーシャルワークについてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第 3回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活（小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDEL3308 

EDEL2308 
２．授業担当教員 坂本 史生 

４．授業形態 
プレゼンテーション、ディスカッション、グループ学習、フィール

ドワーク、講義等 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

身近な人や社会、自然と直接かかわる具体的な活動や体験の中で、幼児・児童等に生まれる気づきの重要

性を理解する。日常生活の中で感じる興味、関心から、自分自身や自分の生活について考えさせ、その過程

を通して、基本的な生活習慣、思考力、理解力、社会性を育成する。また、地域の環境や幼児・児童等の発

達段階に応じた生活教育のあり方について学ぶ。これらを通じて、児童の自立の基礎作りを行うための指導

について、求められる生活科の授業実践の力量(授業力)を身に付けることができるようにする。 

８．学習目標 

1 生活科の活動の構成原理を学び、生活科の趣旨や目標、内容に関するポイントが説明できるようになる。 
2 子どもは、普段どんな人々と関わり、何に興味を持っているか、普段の生活の様子を観察することを通し

て知り、発表できるようになる。 
3 身近な自然を利用したり、身近にある物を使ったりして、遊びや遊びに使う物を作ることができるように

なる。 

4 グループで協力して地域調査を行い、地域素材を収集してマップを作成することができるようになる。 

5 子どもの生活に関係した、効果的な教材を作ることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○ 子どもの観察 

○ 教材研究 

○ レポート課題1000字程度 

10．教科書・参考書・ 

教材 
【教科書】文部科学省『小学校学習指導要領解説 生活編』東洋館出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活科の目標や内容、特徴を理解できているか。 

２．生活科の目標や内容、特徴を理解した上で、自分なりの意見や考えを表現できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極性（発言等）     総合点の２０％ 

２ 日常の学習状況（出席・提出物）  総合点の３０％ 

３ 課題レポート（中間・期末）    総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

低学年児童の具体的な活動や体験を通した授業を行うためには、教師が子どもの体験の世界や身の回りの

環境に目を向けるとともに、子どもに負けない知的好奇心・探究心を持っていることが大切です。グループ

での取組には、自発的・能動的に活動することを望んでいます。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

シラバスから生活の学習の概要を知り、学習の計画

を立てる。 

事前学習 自分の身近な子どもを観察する。 

事後学習 
生活科の活動の構成原理について要点を整理す

る。 

第２回 

子どもの理解と子どもを取り巻く環境 

子どもの生活や生活環境について考え、子どものイ

メージマップを完成させる。 

事前学習 自分の身近な子どもを観察する。 

事後学習 学習のまとめをする。 

第３回 
生活科の教育原理（人、社会、自然から直接学ぶ等） 

生活科の目標から、生活科の教育原理をとらえる。 

事前学習 自分の身近な子どもを観察する。 

事後学習 学習のまとめをする。 

第４回 

生活科の内容構成 

生活科の内容を読み、目標、学習活動、子どもがど

のようになったら学びができたといえるか話し合

い教材研究の仕方を考える。 

事前学習 生活科の原理について自分なりのまとめをしておく。 

事後学習 教材研究の在り方を整理する。 

第５回 

生活科の内容と教材研究 

生活科の内容を読み、目標、学習活動、子どもがどの

ようになったら学びができたといえるか話し合い教

材研究の仕方を考える。 

事前学習 学習指導要領を読んでおく。 

事後学習 教材研究について整理しておく。 

第６回 
生活科の素材集め・教材研究（１） 

グループで地域を巡り、学習素材を収集する。 

事前学習 街の様子に気を配りながら歩き、情報を収集する。 

事後学習 子どもが発見しそうな素材に留意しながら街を歩く。 

第７回 
生活科の素材集め・教材研究（２） 

グループで地域を巡り、学習素材を収集する。 

事前学習 街の様子に気を配りながら歩き、情報を収集する。 

事後学習 子どもが発見しそうな素材に留意しながら街を歩く。 

第８回 

生活科の素材集め・教材研究（３） 

グループで地域を巡り、学習素材を収集したことを

まとめる。 

事前学習 収集した情報をまとめておく。 

事後学習 
公共施設及び、安全面に対する配慮に関する情報

を、まとめる。 

第９回 

生活科の指導計画の作成と内容の取り扱い 

生活科の内容に則して収集した素材についてグル

ープごとに発表をする。 

事前学習 発表の手順及び内容と方法を考える。 

事後学習 

他のグループの発表を聞き、自身のグループのま

とめと比較したりしながら、生活科の内容への理

解を深める。 



 

 

第１０回 

指導に生きる評価（生活科の評価の考え方・特質・

進め方） 

生活科の評価の在り方について考える。 

事前学習 生活科の評価について、資料を探しておく。 

事後学習 
評価の仕組みについて、学習したことを整理してお

く。 

第１１回 

生活科の指導案の書き方 

自分で選んだ単元に基づいて指導のポイントを考

える。 

事前学習 設定する単元を決めておく。 

事後学習 
他の発表を聞き、参考になった点や気づいたこと、

感想などをまとめる。 

第１２回 
学習指導案の批判的検討 

作成した指導案を基に、グループで発表しあう。 

事前学習 指導案を作成する。 

事後学習 他の人の指導案のよいところを整理する。 

第１３回 

新しい教育課程での生活科の意義 

教育課程における生活科の学習の意義について考

える。 

事前学習 生活科改訂の趣旨について、教科書を読んでおく。 

事後学習 生活科の意義について、改めて考え、整理する。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：生活科の内容構成と特質を踏まえて自ら選択した植物を栽培し、観察日記を作成する。 

形式：栽培する植物の選択・指定用紙に栽培状況を記録。 

実施時期および提出期限：第４回の授業後から実施予定。継続的に栽培および観察日記の記録を行い、授業最終回に提出。質

疑応答や意見交換は授業最終回時に教室で行う。 

事後学習：自身の観察日記から、植物を栽培する活動を通じて気づいたことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：植物の栽培活動を指導する上で大切なことについてレポートにまとめる。 

形式：A4 １枚（1000字程度） 

実施時期および提出期限：課題研究１（植物の栽培活動および観察日記）と並行して進め、授業最終回に提出。質疑応答や意

見交換は授業最終回時に教室で行う。 

事後学習：レポート作成、質疑応答等を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活／生活（幼） （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP3383 

SJMP3283 
２．授業担当教員 坂本 史生 

４．授業形態 講義、実習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教科｢生活｣の新設から今改訂までの学習指導要領の変遷について学ぶとともに、新学習指導要領の目標や

内容、基本的方針など理解を深め、幼児期から児童期へのスムーズな移行を意図していることに気付き、｢遊

び」「基本的生活習慣」を基にその連関について考察する。そして、生活科学習内容項目について理解したう

えで具体的な教育課程や指導案展開の活動事例を構想する。さらに、グループワークやディスカッションの

学習や実践的体験活動を通して子どもの気づきを大切にした教師側の声の掛け方や支援・地域環境や幼児･

児童等の発達段階に応じた生活科教育のあり方を考え、それらの学習を基にして、教科「生活」を横断的･

系統的視点から他教科等との関連･総合学習との関連・幼児教育との関連について学んでいく。 

８．学習目標 

１.教育課程における生活科の位置、子ども観、生活科の目標、学習内容について理解し、説明することが 
できる。 

２.具体的な体験学習を通した生活科学習のあり方について理解し、説明できる。 

３.生活科の指導計画や活動展開について構想し、表現することができる。 
４.生活科と幼児教育の連続や関連性について具体的に考えることができる。 

５.総合的な教科としての特性を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に問

題解決力を培うように努めること。 

レポート課題 １．教科目標に「具体的な活動や体験を通すこと」と示されていることの趣旨について具体

的に考察する。  

       ２．生活科の学習指導の特質について考察する。 

       ３．生活科と幼児教育との関連を考える。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

『小学校学習指導要領解説 生活編』東洋館出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活科の目標や内容、特徴を理解できているか。 

２．生活科の目標や内容、特徴を理解した上で、自分なりの意見や考えを表現できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極性（発言等）     総合点の２０％ 

２ 日常の学習状況（出席・提出物）  総合点の３０％ 

３ 課題レポート（中間・期末）    総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 生活科は平成元年に発足した教科です。教育活動を総合的に捉えると、知識や技能を身に付けると同時に、

それらの力を存分に使って学び生きる意欲を高めることが欠かせません。生活科は直接体験を重視して学ぶ

意欲を高めます。皆さんが、生活科に止まらず視野を教育課程全体に広めながら学ぶことを期待します。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

シラバスから生活の学習の概要を知り、学習の計

画を立てる。 

事前学習 自分の身近な子どもを観察する。 

事後学習 生活科の活動の構成原理について要点を整理する。 

第２回 

子どもの理解と子どもを取り巻く環境 

子どもの生活や生活環境について考え、子どもの

イメージマップを完成させる。 

事前学習 自分の身近な子どもを観察する。 

事後学習 学習のまとめをする。 

第３回 

生活科の教育原理（人、社会、自然から直接学ぶ

等） 

生活科の目標から、生活科の教育原理をとらえる。 

事前学習 自分の身近な子どもを観察する。 

事後学習 学習のまとめをする。 

第４回 

生活科の内容構成 

生活科の内容を読み、目標、学習活動、子どもが

どのようになったら学びができたといえるか話し

合い教材研究の仕方を考える。 

事前学習 生活科の原理について自分なりのまとめをしておく。 

事後学習 教材研究の在り方を整理する。 

第５回 

生活科の内容と教材研究 

生活科の内容を読み、目標、学習活動、子どもがど

のようになったら学びができたといえるか話し合

い教材研究の仕方を考える。 

事前学習 学習指導要領を読んでおく。 

事後学習 教材研究について整理しておく。 

第６回 
生活科の素材集め・教材研究（１） 

グループで地域を巡り、学習素材を収集する。 

事前学習 街の様子に気を配りながら歩き、情報を収集する。 

事後学習 子どもが発見しそうな素材に留意しながら街を歩く。 

第７回 
生活科の素材集め・教材研究（２） 

グループで地域を巡り、学習素材を収集する。 

事前学習 街の様子に気を配りながら歩き、情報を収集する。 

事後学習 子どもが発見しそうな素材に留意しながら街を歩く。 

第８回 

生活科の素材集め・教材研究（３） 

グループで地域を巡り、学習素材を収集したこと

をまとめる。 

事前学習 収集した情報をまとめておく。 

事後学習 
公共施設及び、安全面に対する配慮に関する情報を、

まとめる。 



 

 

 

第９回 

生活科の指導計画の作成と内容の取り扱い 

生活科の内容に則して収集した素材についてグル

ープごとに発表をする。 

事前学習 発表の手順及び内容と方法を考える。 

事後学習 

他のグループの発表を聞き、自身のグループのまと

めと比較したりしながら、生活科の内容への理解を

深める。 

第１０回 

指導に生きる評価（生活科の評価の考え方・特質・

進め方） 

生活科の評価の在り方について考える。 

事前学習 生活科の評価について、資料を探しておく。 

事後学習 評価の仕組みについて、学習したことを整理しておく。 

第１１回 

生活科の指導案の書き方 

自分で選んだ単元に基づいて指導のポイントを考

える。 

事前学習 設定する単元を決めておく。 

事後学習 
他の発表を聞き、参考になった点や気づいたこと、

感想などをまとめる。 

第１２回 
学習指導案の批判的検討 

作成した指導案を基に、グループで発表しあう。 

事前学習 指導案を作成する。 

事後学習 他の人の指導案のよいところを整理する。 

第１３回 

新しい教育課程での生活科の意義 

教育課程における生活科の学習の意義について考

える。 

事前学習 生活科改訂の趣旨について、教科書を読んでおく。 

事後学習 生活科の意義について、改めて考え、整理する。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：生活科の内容構成と特質を踏まえて自ら選択した植物を栽培し、観察日記を作成する。 

形式：栽培する植物の選択・指定用紙に栽培状況を記録。 

実施時期および提出期限：第４回の授業後から実施予定。継続的に栽培および観察日記の記録を行い、授業最終回に提出。質

疑応答や意見交換は授業最終回時に教室で行う。 

事後学習：自身の観察日記から、植物を栽培する活動を通じて気づいたことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：植物の栽培活動を指導する上で大切なことについてレポートにまとめる。 

形式：A4 １枚（1000字程度） 

実施時期および提出期限：課題研究１（植物の栽培活動および観察日記）と並行して進め、授業最終回に提出。質疑応答や意

見交換は授業最終回時に教室で行う。 

事後学習：レポート作成、質疑応答等を通して学んだことをまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活の中の福祉 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1341 

２．授業担当教員 若杉 英治 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざして

いる。本科目では、こうした社会で必要な生活の中の福祉とは何か、その考え方や対象となる様々な人々に

必要な福祉にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。 

８．学習目標 

１．生活の中の福祉とは何かについて、理解して説明することができる。 

２．生活の中の福祉の考え方について、理解して説明することができる。 
３．対象となる人々への福祉について、理解して説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・学習の理解度をみる課題（まとめ）を授業内で複数回（３回）行います。 

＊その他毎回の授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

大久保秀子著 『新・社会福祉とは何か』 中央法規出版。 

（＊その他、授業の進行に合わせ、随時指示・配付する。） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活の中の福祉やその考え方について、理解できているか。 

２．対象となるに人々にどのような福祉が必要かについて、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の 30％   

２ 課題レポート      総合点の 30％ 
３ 期末試験        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生活の中の福祉は、これから社会福祉などを学んでいく上で基礎となる科目です。そのため、授業への出席、

熱意ある参加、グループでのディスカッションや作業、課題作成などへの積極的な取組みを望みます。 

（＊授業内容や順番、課題等は、皆さんの進捗状況・理解度にあわせて適宜変更していきます。） 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業の主な内容や進め方について 

事前学習 
教科書の冒頭にある「はじめに」を読んで、理解を進めてお

く。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２回 生活と福祉（ライフサイクルと福祉） 

事前学習 教科書の第 1 章(pp.8～9）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第３回 生活と福祉（高齢化と福祉） 

事前学習 教科書の第 2 章(pp.24～25）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第４回 生活と福祉（少子化と福祉） 

事前学習 教科書の第 2 章（pp.22～23）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第５回 福祉の考え方（福祉の捉え方） 

事前学習 教科書の第１章（pp.2～3）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第６回 福祉の考え方（福祉と援助） 

事前学習 教科書の第１章（pp.4～5）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第７回 福祉の考え方（ナショナルミニマム） 

事前学習 教科書の第 7 章（pp.108～109）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第８回 福祉の考え方（ノーマライゼーション） 

事前学習 教科書の第 1 章（pp 20～21）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第９回 対象となる人々と福祉（子どもと福祉） 

事前学習 教科書の第 8 章（pp.122～123）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 



 

 

 

第１０回 対象となる人々と福祉（高齢者と福祉） 

事前学習 教科書の第 9 章（pp.144～145）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１１回 対象となる人々と福祉（障がい者と福祉） 

事前学習 教科書の第 10 章（pp.168～169）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１２回 対象となる人々と福祉（低所得者と福祉） 

事前学習 教科書の第 7 章（pp.114～115）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１３回 総まとめ 
事前学習 これまで学んだ内容を振り返り、理解を深めておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第４回の講義内容を踏まえて、「高齢者人口の増加による介護の問題」についてレポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第５回～第９回の講義内容を踏まえて、「ノーマライゼーションの考え方」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神科ソーシャルワーク論Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2126 

２．授業担当教員 藤島 薫 

４．授業形態 講義、集団討議、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 相談援助を実施するにあたって、基礎となるべき事柄を学ぶ。特に本授業では総合低包括的な援助及び地

域福祉の基盤整備と開発を含めた精神保健福祉士の役割と意義について学ぶ。さらに同じ相談援助の専門職

である社会福祉士の役割と意義について学ぶとともに、人権尊重、社会正義、利用者主体などの相談援助の

理念について理解を深め対人援助の専門職としての基盤を養うことを目的とする。 

８．学習目標 

以下の点について理解することが期待される。 

①精神保健福祉士の役割と意義 

②社会福祉士の役割と意義 

③相談援助の概念と範囲 

④相談援助の理念 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート① 

「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義（2014）」を熟読し、「定義」、「中核となる任務」、「原則」、 

「知」、「実践」から一つを選択し、その解説と、自分が精神保健福祉士になった時にどのように実践に活 

かすかについて論述しなさい」 

課題レポート② 

「精神障害者のリカバリーを支えるとはどういうことかについて論述しなさい」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会『精神保健福祉士養成セミナー ３（第 6 版）「精神保健福祉相談援

助の基盤[基礎] [専門]」』へるす出版、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神保健福祉士の相談援助に必要となる基礎的内容を理解することができているか。 

２．レポート課題にそった内容が論理的に述べられているか、正しい文法表記、適切な用語と漢字で記載さ

れているか、提出期限が守られているか。 

３．授業を受ける基本的マナー（出席状況、持ち物、提出物など）および授業に積極的に参加しているか。 

○評定の方法 

１ 期末試験  ： 総合点の 40％ 

２ レポート  ： 総合点の 40％ 

３ 授業態度  ： 総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱは精神保健福祉士の専門性を学ぶ上での基盤となる内容で連動して構成さ

れている科目です。事前学習と事後学習をしっかり行って授業に臨み理解を深め単位を落とすことのないよ

うにして下さい。この科目が理解できることで、精神保健援助技術論、演習、実習へとつながることができ

ますので、しっかりと学ぶよう心がけて下さい。当然のことですが、欠席、遅刻、早退をしないことはもち

ろんのこと、授業中には集中して積極的に参加して下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

精神科ソーシャルワーク論を学ぶ意義と授業概要 

精神保健福祉士の役割と意義① 

精神保健福祉士成立に至る歴史的経緯 

事前学習 
テキスト刊行にあたって、pp.1～13、pp.129～137

を読んでくること。 

事後学習 
精神保健福祉士が国家資格として成立するに至る経

緯をまとめること。 

第２回 
精神保健福祉士の役割と意義② 

精神保健福祉士の専門性と社会福祉士の専門性 

事前学習 テキスト pp.14～19を読んでくること。 

事後学習 
法律で規定されたそれぞれの役割と機能をまとめる

こと。 

第３回 
精神保健福祉士の専門職倫理① 

日本精神保健福祉士協会倫理綱領 

事前学習 
日本精神保健福祉士協会の倫理綱領を読んでくるこ

と。 

事後学習 現行の倫理綱領に至る背景についてまとめること。 

第４回 

精神保健福祉士の専門職倫理② 

専門職倫理とジレンマ   

事例によるディスカッション 

事前学習 
想定される専門職倫理とジレンマについて考えてく

ること。テキスト pp.61～69を参考にすること。 

事後学習 
事例におけるジレンマ分析をふり返り、倫理綱領が

どのように機能するのか考察すること。 

第５回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士① 

ソーシャルワークの発展過程 

事前学習 テキスト pp.43～60を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークの発展過程を時系列で整理するこ

と。 

第６回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士② 

イギリスにおける精神保健福祉の歴史 

事前学習 テキスト pp.43～60を読んでくること。 

事後学習 
イギリスにおけるソーシャルワークの歴史とわが国

への影響についてまとめること。 



 

 

第７回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士③ 

アメリカにおける精神保健福祉の歴史 

事前学習 テキスト pp.129～130を読んでくること。 

事後学習 
アメリカの精神保健福祉発展の理解とわが国への影

響をまとめること。 

第８回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士④ 

イタリア、北欧における精神保健福祉の歴史 

事前学習 
イタリアの脱施設化について、文献などを探して調

べてくること。 

事後学習 
イタリア、北欧における精神保健福祉の歴史と新し

い取組みについてまとめること。 

第９回 

相談援助の範囲と概念①  

ソーシャルワーク専門職のグローバル定義「定

義」、「中核となる任務」、「原則」、「知」、「実

践」 

事前学習 
テキスト pp.35～43 を読み、ソーシャルワーク専門

職のグローバル定義について考察してくること。 

事後学習 
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義に関する

課題レポートを作成すること。 

第 10 回 
相談援助の範囲と概念②  

ソーシャルワーク実践の総合的理解 

事前学習 
これまでの学習を通して、ソーシャルワークとは何

かについて考察をしてくる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実践の価値、目的、領域、対象、

方法などの概要を体系的にまとめること 

第 11 回 

相談援助の価値と理念① 

ソーシャルワークの支援関係における価値と理念 

利用者主体と自立支援、協働による支援関係とは 

ディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.61～75 を読み、支援関係の転換につい

てまとめてくること 

事後学習 
ディスカッションを通して考えた協働による支援関

係いついてまとめること 

第 12 回 

相談援助の価値と理念② 

人権尊重、社会正義、社会的包摂、ノーマライゼ

ーション、キーワードに基づくディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.61～75 を読み、人権の尊重、社会正義

などについて考えてくること 

事後学習 
授業で学んだ価値と倫理のキーワードについてまと

めること 

第 13 回 

相談援助の価値と理念③ 

尊厳の保持、権利擁護、エンパワメント、リカバ

リー、キーワードに基づくディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.61～75を読み、尊厳の保持、権利擁護、

エンパワメントなどについて考えてくること 

事後学習 
精神障害者のリカバリーについて考察し、課題レポ

ート②を作成すること 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回～第 4 回の講義内容を踏まえて、「精神保健福祉士の専門職倫理」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚、ワープロで作成、横書き、40字×40字設定、本文 1400字程度 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後等に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付け適宜指導する。 

事後指導：レポート作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第５回～第８回の講義内容を踏まえて、関心のあった国を選び「精神保健福祉の歴史」についてレポ

ートにまとめなさい。（例：イタリアにおける精神保健福祉の歴史について） 

レポート形式：A4用紙 1枚、ワープロで作成、横書き、40字×40字設定、本文 1400字程度 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後等に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付け適宜指導する。 

事後指導：レポート作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神疾患とその治療／精神医学  （4単位） 

３．科目番号 

SSMP3324 

SCMP2124 

SBMP3324 

EDHE2306 
２．授業担当教員 先崎 章 

４．授業形態 講義、グループ発表および全体討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

公認心理師、精神保健福祉士（および他の援助専門職）としての実務に役立つ精神疾患とその治療（精神

医学）の基本知識を身につける。統合失調症、躁うつ病など、主要な疾患の学習を通して、精神障害者の心

理社会的側面についての理解を深める。脳および神経の生理・解剖、臨床および分子遺伝学の概要を把握し、

その生物学的側面についても留意する。代表的な精神疾患の従来診断、DSM 診断、ICD 診断を学習する。

薬物療法はもとより、さまざまな精神療法的アプローチについても学習する。また、精神障害者を地域社会

のなかで治療するための地域精神医療について学習する。そこでは当然、医療機関との連携、チーム医療、

人権擁護が必要とされる。 

総論は、各論（各疾患）にある程度なじみができないと理解が困難である。具体的な各疾患を学習する中

で総論の内容にふれていく。そして各論を一通り学習してから、改めて総論について通して学ぶという順番

で学習していく。 

８．学習目標 

以下の項目について理解し、説明できるようになることを学習目標とする。 

1.精神疾患とその治療 / 精神医学、精神医療の歴史を理解し、説明することができるようになる。 

2.脳および神経の生理・解剖の基礎し、説明することができるようになる。 

3.精神医学の概念について理解し、説明することができるようになる。 

4.精神疾患の従来診断および操作診断について理解し、説明することができるようになる。 

5.代表的な精神疾患について、病因、症状、診断法、治療法、経過、本人や家族への支援について理解し、

説明することができるようになる。 

6.向精神病薬をはじめとする薬剤による心身の変化ついて理解し、説明することができるようになる。 

7.精神科病院等における専門治療の内容および特性について理解し説明できるようになる。精神療法、家

族療法など心理社会的アプローチの概要について理解し、説明することができるようになる。 

8.公認心理師、精神保健福祉士が、精神科チーム医療の一員として関わる際に担うべき役割について理解

し、説明することができるようになる。 

1. 9.医療機関、福祉および関連機関との連携の重要性について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各人、興味をもった疾病についてレポートを課す予定である。 

疾病の実際については、南カリフォルニア大学（USC）編「シミュレーションによる精神科患者インタビュ

ー」（日本語吹きかえビデオ）各巻を閲覧し、理解を深める予定である。 

各巻の内容は以下の通りである。 

①双極感情障害 躁病性、②神経性無食欲症、③大うつ病 単一エピソード、④反社会的人格障害、⑤アルコ

ール乱用、⑥精神分裂病性障害 解体型、⑦双極感情障害 うつ病性、⑧気分変調性障害 抑うつ神経症、⑨依

存性人格障害、⑩恐慌発作を伴う空間恐怖症、⑪アルコールおよび薬剤性痴呆、⑫精神分裂病性障害 妄想型。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新・精神保健福祉士養成講座１『精神疾患とその治療』第 2版、中央法規。 

【参考書】 

『公認心理師必携 精神医療・臨床心理の知識と技法』医学書院。 

精神保健福祉士養成セミナー 1『精神医学―精神疾患とその治療』第 6版、へるす出版。 

精神保健福祉白書編集委員会『精神保健福祉白書 2018年版』中央法規出版。 

【教 材】 

南カリフォルニア大学(USC)編『シミュレーションによる精神科患者インタビュー』（日本語吹きかえビデオ） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神疾患とその治療（精神医学）の基礎的、基本的事項を理解し、多肢選択問題に十分に対応できるか。 

２．記述問題に対応できるだけのロジカルな思考能力をどれだけ身につけているか。 

○評定の方法 

１ ミニテスト、課題レポート         総合点の５０％ 

２ 授業への積極的参加             総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実際の疾患に遭遇したことのない段階での学習は、疾病や対応のイメージがわきにくいと思います。視覚教

材で補います。将来、精神科領域の現場で働いた時に、そのレジメやノート、教科書の内容が目の前の出来

事と結びつくでしょう。 

13．オフィスアワー 講義の前後の時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

全体のオリエンテーション、精神医学、精神保健学、精

神科リハビリテーションの関連について、疾病構造の変

化、最近の精神医学、精神医療のトピックについて。 

事前学習 
最近の精神疾患に関する話題についてどのよう

なことが思いつくか、各自挙げてみる。 

事後学習 配布プリントの復習（教科書 pp.256～269）。 

第２回 

症状性を含む器質性精神障害：意識障害、健忘症状群、

痴呆（アルツハイマー型痴呆、脳血管性痴呆、びまん性

レビー小体病、ピック病など）、軽度認知機能障害

（MCI）、AchE阻害剤（ドネペジル） 

事前学習 教科書 pp.74～82を読んでくる。 

事後学習 
三大認知症と皮質下認知症を列挙し、それぞれ

の臨床経過をまとめておくこと。 

  



 

 

 

第３回 
てんかん：定義、疫学、病因、発作閾値、分類、発作の

タイプ、診断、治療、脳波検査法と脳波周波数の分類 

事前学習 教科書 pp.90～96を読んでくる。 

事後学習 
てんかんの各種類と特徴についてまとめておく

こと。 

第４回 

精神作用物質使用による精神および行動の障害：急性中

毒、依存、離脱状態、フラッシュバック、アルコール関

連障害（振戦せん妄を含む） 

事前学習 教科書 pp.97～112を読んでくる。 

事後学習 
精神作用物質の種類と特徴、治療についてまと

めておく。 

第５回 

統合失調症 1：概念の歴史、診断・徴候・症状（ブロイ

ラーの症状基準、シュナイダーの一級症状、DSM-５の

診断基準）、病型、経過と予後 

事前学習 教科書 pp.113～131を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症にみられる各種精神症状についてま

とめておく。 

第６回 

統合失調症 2：疫学、病因（遺伝学的、生物学的、心理

社会的）、治療（薬物療法、ECT、その他）、妄想性障害

および他の精神障害 

事前学習 
統合失調症の障害とはどのようなことなのか、

自分の言葉で考えてみる。 

事後学習 統合失調症の治療、対応についてまとめておく。 

第７回 
気分［感情］障害（躁うつ病）1：概念と歴史、抑うつ

と躁状態、うつ病性障害、双極性障害、気分変調性障害 

事前学習 教科書 pp.132～148を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症との違いはどこに求めることができ

るだろうか、まとめておく。 

第８回 

気分［感情］障害（躁うつ病）2：病前性格と発病状況、

疫学、縦断的経過のシェーマ、患者に接する際の注意点、

抗うつ薬、抗躁薬、気分安定薬、SSRI 

事前学習 
気分障害の障害とはどのようなことなのか、自

分の言葉で考えてみる。 

事後学習 
気分障害の症状、治療、対応についてまとめて

おく。 

第９回 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

１：恐怖症性不安障害、パニック発作、全般性不安障害、

強迫性障害、重度ストレス反応および適応障害 

事前学習 教科書 pp.149～169を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症や気分障害との違いはどこに求める

ことができるだろうか、まとめておく。 

第１０回 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

２：解離性（転換性）障害、身体表現性障害、離人・現

実感喪失症候群、神経衰弱、心身症 

事前学習 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表

現性障害、解離性障害の障害とはどのようなこ

となのか、自分の言葉で考えてみる。 

事後学習 
各種疾患の症状、治療、対応についてまとめて

おく。 

第１１回 

摂食障害：神経性無食欲症（anorexia  nervosa）、神経

症性大食症（bulimia  nervosa）、睡眠覚醒障害、産褥

期の障害、精神療法（入門） 

事前学習 
教科書 pp.170～179、pp.228～234 を読んでく

る。 

事後学習 
生理学的障害の種類、特徴、治療、対応につい

てまとめておく。 

第１２回 

精神医療と福祉機関の連携：精神科病院におけるチーム

医療と公認心理師および精神保健福祉士の役割、精神科

医治療と入院形態、インフォームドコンセント、隔離・

身体拘束のあり方、治療の導入に向けた支援、再発予防

のための支援、退院促進の支援 

事前学習 
教科書 pp.270～282、pp.290～313 を読んでく

る。 

事後学習 

精神医療と福祉機関の連携についてまとめてお

く。精神科医療の入院形態の種類と要件、隔離

拘束について遵守事項についてまとめておく。 

第１３回 

精神遅滞および発達の障害：精神遅滞とは、精神遅滞の

病因、自閉性障害（高機能、中機能および低機能自閉症）、

アスペルガー障害 

事前学習 教科書 pp.191～202を読んでくる。 

事後学習 

精神遅滞および心理的発達の障害について、種

類と特徴まとめておく。自閉スペクトラムとい

う概念について、他人に説明してみる。 

第１４回 

小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の

障害：多動性障害、行為障害、情緒障害、その他（選択

的緘黙、チック障害など） 

事前学習 教科書 pp.203～211を読んでくる。 

事後学習 

多動性障害、行為障害、情緒障害、その他（選

択的緘黙、チック障害、インターネットゲーム

障害について、診断と対応についてまとめてみ

る。 

第１５回 

その他の神経系の疾患：感染性疾患、脱髄性疾患、代謝

疾患・栄養障害、変性疾患、プリオン病、磁気共鳴映像

法（MRI） 

事前学習 教科書 pp.82～89を読んでくる。 

事後学習 
皮質性認知症以外の各種神経系の疾患につい

て、症状と特徴をまとめてみる。 

第１６回 

脳および神経の生理・解剖１：脳と心の関係、神経系の

発生と構成、ニューロンおよびシナプスの構成（神経伝

達物質についての知識）、中枢神経系（脊髄、延髄、橋、

中脳、小脳、間脳）の構成と機能 

事前学習 教科書 pp.7～12を読んでくる。 

事後学習 
ニューロンおよびシナプスの構成および中枢神

経系の構成・機能についてまとめてみる。 

第１７回 

脳および神経の生理・解剖２：中枢神経系（大脳：前頭

葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉、大脳辺縁系、大脳基底核）

と高次脳機能障害、心の生物学的理解 

事前学習 教科書 pp.13～23、pp.45～47を読んでくる。 

事後学習 
大脳の機能（局所別）、高次脳機能障害について

まとめてみる。 

第１８回 

精神障害の概念、健康と精神障害、正常と異常の問題、

精神病理学（了解と説明）、精神分析学（葛藤、防衛機

制）、ICF（生活上の課題による分類）、操作的診断基準 

事前学習 教科書 pp.23～34を読んでくる。 

事後学習 
精神病理学、精神分析学、ICF の考え方につい

て、それぞれをまとめて比較してみる。 

第１９回 

精神疾患の成因と分類：歴史、精神医学診断システム、

ICD（ICD の診断ガイドライン）、DSM（DSM の操作

的診断基準）、今後の展望 

事前学習 教科書 pp.35～40を読んでくる。 

事後学習 
操作的診断学の利点と限界についてまとめてみ

る。 

第２０回 

精神症状と状態像：意識、各過程の障害、思考の障害、

感情の障害、意欲の障害、自我意識の障害、外因・内因・

心因、病態・挿話、治癒・緩解、再燃・再発・増悪 

事前学習 教科書 pp.42～55を読んでくる。 

事後学習 
各種精神症状がこれまで学んだどの疾患でよく

みられのかをまとめてみる。 

第２１回 精神科における診断と面接の仕方：診断の手順と方法、 事前学習 教科書 pp.56～64を読んでくる。 



 

 

問診表、面接を進めるときの注意、問診の順序、精神的

現在症、さまざまな状態像 事後学習 

面接を進めるときに注意すること、問診・病歴

の聴取ではどのようなことを聞くのか、まとめ

てみる。 

第２２回 

身体検査と心理検査：一般身体検査（神経学的所見）、

一般臨床検査、神経学的補助診断法（頭部 X 線、CT、

MRI、PET、EEG）、 遺伝子診断、心理検査、症状評

価尺度 

事前学習 教科書 pp.65～71を読んでくる。 

事後学習 
心理的検査の種類・内容、画像検査の種類・内

容についてまとめてみる。 

第２３回 

向精神病薬をはじめとする薬剤による心身の変化：向精

神薬の歴史、薬物療法における注意事項、抗精神病薬、

抗うつ薬、抗躁薬、気分安定薬、抗不安薬、睡眠薬、電

気けいれん療法 

事前学習 教科書 pp.214～227を読んでくる。 

事後学習 

向精神薬の種類と薬理作用、向精神薬の一つで

ある抗精神病薬の種類と副作用についてまとめ

てみる。 

第２４回 

精神療法および環境・社会療法：一般精神科医の精神療

法、精神分析、森田療法、認知・行動療法、集団精神療

法、家族療法 

事前学習 教科書 pp.228～236、pp.23～25を読んでくる。 

事後学習 
精神療法の種類と適応疾患についてまとめてみ

る。 

第２５回 
精神医学・精神医療の歴史と現状：西欧、日本、現在の

動向 

事前学習 教科書 pp.2～6を読んでくる。 

事後学習 
現在の精神医療の進展や問題の背景にはどのよ

うな歴史や政策があったのか、まとめてみる。 

第２６回 

病院精神医療から地域精神医療：疾病構造の変化、日本

における精神科病院の概要、精神保健福祉法と精神科病

院、医療機関と福祉および関連機関との連携の重要性、

外来診療、在宅医療、入院医療、医療観察法対象者の支

援 

事前学習 教科書 pp.245～287を読んでくる。 

事後学習 
現在の日本での地域精神医療、医療観察法対象

者の支援についてまとめてみる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ；第１回～第８回の講義内容を踏まえて「悪性腫瘍、脳血管障害、心疾患、高血圧、糖尿病」について

教科書を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙２枚（統合失調症１枚、気分障害１枚、それぞれ 1200字程度） 

実施時期：第８回の授業後 

提出期限：第９回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

2 

課題研究テーマ；「成人のパーソナリティおよび行動の障害：パーソナリティ障害（A 群）（B 群）（C 群）」について教

科書 pp.180～190を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第１２回の授業後 

提出期限：第１３回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

３ 

課題研究テーマ；第９回～第１５回の講義内容を踏まえて「神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害」

について教科書を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第１６回の授業後 

提出期限：第１７回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

４ 

課題研究テーマ；「精神科リハビリテーション」について教科書 pp.237～244を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第２２回の授業後 

提出期限：第２３回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 
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１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP3468 

SCMP3168 
２．授業担当教員 藤島 薫 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期/秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、１年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅰでは、自己覚知やコミュニケーションなど精神保健福祉士として必要な基本的技

術を学習し、終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）自己覚知 

２）基本的なコミュニケーション技術の習得 

３）基本的な面接技術の習得 

４）グループダイナミックス活用技術の習得 

５）情報の収集・整理・伝達の技術の習得 

６）課題の発見・分析・解決の技術の習得 

７）記録の技術の習得 

８）地域福祉の基盤整備にかかる事例を活用し、次に掲げる事柄について実技指導を行う 

 ①地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握 

 ②地域アセスメント 

 ③地域福祉の計画 

 ④ネットワーキング 

 ⑤社会資源の活用・整備・開発 

 ⑥サービス評価 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野に入れつつ、精神保健福祉士に求められる相談援助に

かかる基礎的な知識と技術について、次に掲げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技

術として概念化理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。 

①相談援助にかかる基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、地域福祉の基礎整備と開発の係る具体的な相談事例を体系的に取り上

げる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 

１ 自己覚知について 

２ 面接技術について 

３ ソーシャルワークの援助過程について 

その他、授業中に振り返りのレポートを課す 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版、2017。 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．面接を中心とした対人援助の基本（姿勢・技術）が理解できる。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１．授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２．授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業は、精神保健福祉士として必要な知識、理論を実践的に身に付けていくものです。他の授業で学んだ

ことを実践的、総合的に理解するためにも必要な授業となっています。精神保健福祉士を目指すためには、

真剣に授業に取り組むことが期待されます。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助演習Ⅰのねらい 

・自己理解を深める（１） 

 －自己覚知について理解する 

 －対人援助職における自己覚知の意義を考える 

事前学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱで学んだ

内容を振り返る。 

テキスト〔基礎編〕付章「自己理解を

深める」を熟読する。 

事後学習 自己覚知はなぜ必要かまとめる。 



 

 

 

第２回 

・自己理解を深める（２） 

 －ジェノグラム、エコマップなどマッピング技法を用いて自

己理解につなげる 

 －自分の価値観をみつめ、自分の価値観に基づく他者との関

係性のあり方を考える 

 －自己理解を深めたうえで、他者理解について考える 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕付章「自己理解を

深める」を熟読する。 

事後学習 

授業での実践を通して自分について考

えたことをまとめる。課題１を作成す

る。 

第３回 

・コミュニケーションの理解 

 －コミュニケーションの過程を理解する 

 －言語・非言語コミュニケーションについて理解し、その活

用方法を学ぶ 

－ロールプレイを用いてコミュニケーション技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅰ「基本的

込みにケーション」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第４回 

・クライエントに対する姿勢 

 － 人と人とが話をする際の距離についてロールプレイを通

じて学習する 

 －バイステックの７原則について実際の援助場面を想定して

理解を深める 

事前学習 
バイステックの７原則について復習す

る。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第５回 

・面接における技術：基本的応答技法とその応用 

 －単純な反射、言い換え、要約、明確化、感情の反射、開か

れた質問、閉じた質問等面接技術についてロールプレイ等を通

じて習得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅱ「基本的

面接技法」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第６回 

情報の収集・整理・伝達の目的、原則、方法を学ぶ 

 －情報収集・整理・伝達の目的、原則、方法を理解する 

 －ロールプレイを用いて情報の収集・整理・伝達の技術を習

得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅳ「情報の

収集・整理・伝達」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第７回 

・課題の発見・分析・解決の技術の習得 

 －課題の発見・分析・解決方法を学ぶ 

 －ロールプレイを用いて課題の発見・分析・解決の技術を習

得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章「課題の発

見と分析」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第８回 

・ソーシャルワークにおける記録について理解し、技術を習得

する 

 －記録の目的と方法を理解する 

 －事例を用いて記録を実践する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅵ「記録の

在り方」を熟読する。 

事後学習 事例を用いて記録する練習を行う。 

第９回 

・ソーシャルワークの援助過程を理解する 

 －インテーク～終結までの過程とそれぞれの段階における必

要な姿勢、技術を理解する 

 －インテーク場面をロールプレイで実践する 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第 4 章Ⅰ「成長と

変化としての援助過程」Ⅱ「レパート

リーとしての基本的援助方法」を熟読

する。 

事後学習 学んだ事柄をまとめる。 

第１０回 

・ソーシャルワークの援助過程の実践：アセスメント 

 －アセスメントに必要な視点（ICF,ストレングスモデル）を

理解する 

 － ICF、ストレングスモデルに基づくアセスメントを実践

する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 学んだ事柄をまとめる 

第１１回 

・ソーシャルワーク援助過程の実践：支援計画立案～終結 

 －ニーズを基に支援計画を立案する 

 －モニタリング、終結、アフターケアの意義とその方法を理

解する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第１２回 

・グループダイナミクス活用技術を習得する 

 － グループダイナミクス理論を学ぶ 

 － ロールプレイを用いてグループダイナミクス活用技術を

実践する 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第３章Ⅲ「グルー

プワークの活用」第４章ⅡB「グルー

プワーク」を熟読する。ソーシャルワ

ーク演習Ⅱで学んだことを振り返る。 

事後学習 学んだことをまとめる。 

第１３回 

・地域福祉の基盤整備の実践に必要な技術を知る 

 － アウトリーチ、ニーズ把握、地域アセスメント、地域福

祉計画、ネットワーキング、社会資源について理解する 

・演習Ⅰのまとめと演習Ⅱへの課題 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰで学んだこと

を振り返る。 

事後学習 
演習Ⅰで学んだことを振り返り、身に

付いたことと今後の課題を書きだす。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第４回の講義内容を踏まえて気づいた「自分の価値観と人と向き合う時の傾向」についてレ

ポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚程度（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第５回の授業開始時 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換の時間を持ち、自分が認識する自己と他者が認識する自己の違いの理

解に努める。 

事後学習：添削指導や意見交換を通して学んだことをまとめる。 



 

 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 11回～第 13回の講義内容を踏まえて、事例をもとにそれぞれの段階で意識すべる点や大切にした

いポイントを具体的にまとめる。 

提出期限：第 14回の授業開始時 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換の時間を持つ。 

事後学習：添削指導や意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
SCMP3169 

PSMP3469 
２．授業担当教員 藤島 薫・森田 和美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期/秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、2 年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅱでは、実技指導を通してソーシャルワーカーとして必要なケースワークの基本的

技術を学習する。また、事例を用いて具体的な課題別の援助方法を理解し課題により異なる援助技術を学習

する。 

精神保健福祉援助演習Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）地域福祉の基盤整備にかかる事例を活用し、実技指導を行う。 

２）インテークからアセスメント、プランニング、介入、モニタリング、評価、終結とアフターケア―のケ

ースワークの一連の流れを理解し、それぞれの過程における必要な技術を実践することができる。 

３）他専門職の専門性を尊重したチームアプローチの意義を理解し、ネットワーキングの技術を身につける 

４）社会資源について理解し、その活用、調整、開発の技術を学ぶ 

５）ケアマネジメントについて理解し、実践することができる 

６）事例検討の意義を理解し、その方法を実践する 

７）次の課題について必要な援助技術を習得する：社会的排除／退院支援・地域移行、地域生活継続／ピア

サポート／地域における精神保健／教育、就労／貧困、低所得、ホームレス／精神科リハビリテーショ

ン／危機状態にある精神保健福祉 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野にいれつつ、精神障害者の生活や生活上の困難につい

て把握し、精神保健福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、次に掲げる方法を用いて実践

的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養す

る。 

そのために、下記のような授業形態により行われる。 

①総合的かつ包括的な相談援助、医療と協働・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事例を体系的に取

り上げる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心

とした演習形態により行う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 
１、地域福祉の基盤整備について 

２、ソーシャルワークの課題（社会的排除、退院支援・地域移行、貧困など）について 
その他、授業中に振り返りの課題を課す 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 
『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版、2017。 
【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006、 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．実践に基づくアセスメントとそれに基づく支援計画の立案を理解し、その方法を身につける。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１ 授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２ 授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業は、精神保健福祉士として必要な知識、理論を実践的に身に付けていくものです。他の授業で学んだ

ことを実践的、総合的に理解するためにも必要な授業となっています。精神保健福祉士を目指すためには、
真剣に授業に取り組むことが期待されます。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・本授業のねらいの説明 

・ケースワークの実践（１）：ケースワークの援助過程を復

習する 

－インテークからアフターケアーまでの流れとそれぞれ
の過程において大切な要素を振り返る 

事前学習 

精神保健福祉援助演習Ⅰで学んだ内容を
振り返る。 

テキスト〔実践編〕第１章序章を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第２回 
・ケースワークの実際（２）インテーク 

 － インテークの技術を振り返り実践する 

事前学習 

テキスト〔実践編〕第１章Ⅰ「インテーク・
契約」を熟読する。あらかじめ配布された

事例を読み、わからない用語を調べる。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第３回 
 ・ケースワークの実際（３）アセスメント・プランニング 
アセスメントの様々な視点 治療モデル、環境モデル、生活

事前学習 
テキスト〔実践編〕第１章Ⅱ「アセスメン
ト・プランニング」 



 

 

モデル 

 － 視点によるニーズ把握の違いを理解する  
事後学習 

視点によるニーズ把握の違いについてま
とめる。 

第４回 

 ・ケースワークの実際（４）アセスメント・プランニング 

アセスメントの様々な視点 「ICF」「バイオ・サイコ・ソ
ーシャルモデル」 

ー「ICF」を活用してアセスメントを実践する  

事前学習 ICF について復習する 

事後学習 事例を通して学んだことをまとめる。 

第５回 

・ケースワークの実際（５）アセスメント・プランニング ア
セスメントの様々な視点 ストレングスモデル 

－ 「問題解決アプローチ」との比較 

  － 「ストレングスモデル」によるアセスメントの実践 

  － その他ソーシャルワークのアプローチを理解する 

事前学習 
ソーシャルワークのアプローチについて
復習する 

事後学習 事例を通して学んだことをまとめる 

第６回 

・ケースワークの実際（６）評価～終結、まとめ 

 －評価～終結の意義を理解し、終結の場面をロールプレイ
で実践する 

 －アフターケアの意義を理解し、必要なアフターケアを計
画する 

 －ソーシャルワークの援助過程を振り返り、ワーカーとし

ての自己の課題を見出す 

事前学習 

テキスト[実践編]第１章Ⅲ「支援の実施・
振り返り」Ⅳ「終結・支援の振り返りとア
フターケア」を熟読する。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる。自己
の課題について考察する 

第７回 

・地域福祉の基盤整備を実践する基礎力を習得する（１） 

 －アウトリーチ、地域アセスメント、社会資源の活用と開
発、チームアプローチとネットワーキングについて理解する 

事前学習 

テキスト〔実践編〕第３章「地域の基盤整

備と地域生活支援活動の事例展開」A「ア
ウトリーチ」C「チームアプローチとネッ
トワーキング」、D「協議会の活用・調整・

開発」を熟読する 

事後学習 

アウト―リーチ、地域アセスメント、社会
資源、チームアプローチ、ネットワーキン

グとは何か自分の言葉でまとめる 

第８回 

・地域福祉の基盤整備を実践する基礎力を習得する（２）ケ

アマネジメント 

 －ケアマネジメントの方法を学び、精神障害者に対する
ケアマネジメントの意義を理解する 

 －事例を用いてケアマネジメントを実践する 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第 3 章 B「ケアマネジ

メント」を熟読する。 

事後学習 
ケアマネジメントとは何か自分の言葉で
まとめる。 

第９回 

・地域福祉の基盤整備を実践する基礎力を習得する（３）地
域福祉計画とサービス評価 

 －地域福祉計画づくりを理解する 

 －事例を活用して地域福祉計画づくりを実践する 

 －サービス評価の意義と方法を理解する 

 －事例を用いてサービス評価を実践する 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第３章 E「サービス評
価」、F「地域福祉計画」を熟読する。 

事後学習 

事例を通して学んだことをまとめる。事例

の中で学んだ専門用語や制度についてま
とめる。 

第１０回 

・事例検討の意義と方法 

・事例検討（１）：社会的排除 

 －精神障害者が抱える社会的排除の問題を理解する 

・事例検討（２）：退院支援、地域移行、地域生活継続、ピ

アサポート 

 －上記に掲げたそれぞれの課題を理解する 

事前学習 

テキスト〔実践編〕序章（p.87）を熟読す

る。テキスト〔実践編〕第２章の提示され
た事例を読み、分からない用語等調べる。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる（それ
ぞれの課題に対する理解も含めること）。 

第１１回 

 ・事例検討（３）：地域における精神保健（自殺、ひきこ

もり、児童虐待、薬物・アルコール依存） 

 －地域における精神保健の課題を理解する 

 －事例を用いてそれぞれの課題における支援の方法を学

ぶ 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第２章の提示された事

例を読み、分からない用語等調べる。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる（それ
ぞれの課題に対する理解も含めること）。 

第１２回 

・事例検討（４）：教育・就労、貧困・低所得・ホームレス、

精神科リハビリテーション、危機状態にある精神保健福祉 

 －上記に揚げたそれぞれの課題を理解する 

 －事例を用いてそれぞれの課題における支援の方法を学

ぶ 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第２章の提示された事

例を読み、分からない用語等調べる。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる（それ
ぞれの課題に対する理解も含めること）。 

第１３回 

・まとめ 

 －精神保健福祉援助演習Ⅱで学んだこと、演習を通して
の自己の変化について振り返る 

事前学習 学習ノートを見返す。 

事後学習 
授業で学んだことと自己の変化をまとめ
る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第４回～第６回の講義内容を踏まえて「ソーシャルワークのモデルやアプローチの違いにより生じる

アセスメントへの影響」についてまとめる。 

※ 講義の中で学んだモデルやアプローチによりアセスメントで焦点を当てるべきことに差異が生じる。結果として、

支援の方向（計画）にも差異が生じる。自身が大切にしている価値観や考え方の傾向もアセスメントに影響を与え

ることをよく理解する。 

レポート形式：A4用紙１枚程度（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第７回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導や意見交換によって得られた新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 12回～第 14回の講義内容で取り上げたテーマを一つ選んで、その問題について深く調べる。例え

ば、「アルコール依存」を選んだのであれば、アルコール依存症の症状や支援、関連する施策などについてまとめる。 

レポート形式：A4用紙２枚程度（2000文字～3000文字程度） 

提出期限：第 15回の授業開始時 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導や意見交換によって得られた新たな気づきをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 
SCMP4170 

PSMP4470 
２．授業担当教員 森田 和美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、１年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅲでは、実習体験をソーシャルワーク概念に結びつけながら振り返るとともに、実

践モデル。アプローチを実践的に学び、終了した時点で、実習での体験を踏まえ精神保健福祉相談援助に係

る知識と技術について個別的な体験を一般化し、実践的な知識と技術として習得することを目的とする 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野にいれつつ、精神障害者の生活や生活上の困難につ

いて把握し、精神保健福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、次に掲げる方法を用いて実

践的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養

する。 

そのために、下記のような授業形態により行われる。 

①総合的かつ包括的な相談援助、医療と協働・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事例を体系的に取

り上げる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心

とした演習形態により行う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実習での振り返りを理論的に行っていくため、その都度実習の振り返りを事前にしてくることを課題とする。

課題は後日提出し、評価の対象となる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版。 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．実習の体験と理論を統合して理解できる。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１ 授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２ 授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神保健福祉士を目指して学んできた講義科目、演習科目、実習での体験の総まとめとなる授業です。学ん

できたことを結びつけて理解を深められるよう、また就職して働くに際して即戦力となれるよう、積極的な

態度で授業に参加することが期待されます。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・演習Ⅲのねらいの解説 

・自己覚知、ソーシャルワーカーとしてのアイデンティティ 

－当事者との関わり等を通して気付いた自分自身と実習を通し

て身に着けたソーシャルワーカーとしてのアイデンティティを

振り返る。 

事前学習 

実習体験を通して気づいた自分自身に

ついてまとめる。テキスト〔基礎編〕

第２章Ⅰ「専門職としての価値と倫理」

を熟読する。 

事後学習 
授業でのディスカッション等を通して

の考察をまとめる。 

第２回 

・クライエントに対する姿勢：バイステックの７原則 

－実際の援助場面で学んだバイステックの７原則について振り

返る 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第２章Ⅱ～Ⅳ「相

談援助の対象」～「援助関係の形成」

を熟読する。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第３回 

・社会資源とその活用・調整・開発 

－当事者を支援するうえで、活用した社会資源とその活用方法

についてまとめ、発表する。関わった当事者の方たちに必要な

資源について考えるとともに、資源の調整・開発の方法を考察

する 

事前学習 
実習中活用した社会資源とその活用方

法についてまとめ、発表の準備をする。 

事後学習 発表を通して学んだことをまとめる。 

第４回 

・チームアプローチ（ネットワーキング、アウトリーチ） 

－チームアプローチを用いて支援した事例を振り返る 

 －チームアプローチを行う上で、精神保健福祉士がどのよう

な役割を担っていたかまとめる 

－自分自身が担った役割を振り返り、自己の課題を認識する 

事前学習 
実習中のチームアプローチの事例を記

入する。 

事後学習 授業を通して学んだことをまとめる。 



 

 

 

第５回 
ケースワーク（１）：ケースの振り返り 

―自分がかかわったケースを振り返る 

事前学習 
実習中記入したソーシャルワークケー

ス記録を見返す。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第６回 

ケースワーク（２）：ケースの振り返り、発表① 

―出会いの場面、情報収集の方法、アセスメント、プランニン

グ、支援の実施等ソーシャルワークの展開過程に沿って当事者

の方との関わりを振り返る 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第７回 

ケースワーク（３）ケースの振り返り、発表② 

出会いの場面、情報収集の方法、アセスメント、プランニング、

支援の実施等ソーシャルワークの展開過程に沿って当事者の方

との関わりを振り返る 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第８回 

ケースワーク（４）：ケースの振り返り、まとめ 

実習中の自身が行ったケースワークを振り返り、学んだことを

ソーシャルワークの価値、技術に結びつけてまとめる 

事前学習 学んだことを書きだす。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第９回 

ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（１） 

－ソーシャルワークアプローチについて復習する 

（ICF、バイオ・サイコ・ソーシャルモデル、ストレングスモ

デル。解決志向アプローチなど 

事前学習 
ソーシャルワークモデル、アプローチ

を復習する。 

事後学習 
実習中の体験とソーシャルワークモデ

ル、アプローチを結びつけて考察する。 

第１０回 

ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（２） 

ーソーシャルワークアプローチについて復習する 

（行動変容アプローチ、危機介入アプローチ、エンパワメント

アプローチ、リカバリーなど） 

事前学習 
ソーシャルワークモデル、アプローチ

を復習する。 

事後学習 
実習中の体験とソーシャルワークモデ

ル、アプローチを結びつけて考察する 

第１１回 
ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（３） 

実習の事例報告① 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１２回 
ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（４） 

実習の事例報告② 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１３回 
まとめ 

－精神保健福祉援助演習Ⅲで学んだことを振り返る 

事前学習 授業で学んだことを振り返る。 

事後学習 

精神保健福祉援助演習Ⅲで身に着けた

ことをまとめる。ワーカーとしての自

身のストレングス・課題をまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 5回の講義内容を踏まえソーシャルワークの価値や技術と実習中の体験を結びつけて論じ

る。 

レポート形式：A４用紙１枚程度（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する 

   提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 11回～第 14回の講義内容を踏まえ発表後の振り返りや、他学生の発表を聞いての学びや気づきを

まとめる。 

レポート形式：A４用紙１枚程度（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第 15回の授業開始時に提出する 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助技術論 （４単位） 

３．科目番号 
PSMP3411 

SCMP3111 
２．授業担当教員 谷口 恵子 

４．授業形態 講義、グループ討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱを受けて、精神障害者に対する援助方法や実践の基本を学ぶ。また、

精神医学や精神科リハビリテーションの概念を踏まえて、精神障害者への相談援助に対する基本的な考え

方や相談援助技術の展開を学ぶ。さらに、社会資源の活用方法、ケアマネジメント、コミュニティワーク

の実際と、保健・医療・福祉等にわたる包括的な支援の意義と展開を学ぶ。 

 本授業の終了後には以下を理解していることが期待される。 

①精神医療の特性と精神障害者に対する支援の基本的考え方について 

②精神科リハビリテーションの概念と構成及びチーム医療の一員としての精神保健福祉士の役割について 

③精神科リハビリテーションのプロセスと精神保健福祉士が行うリハビリテーションの知識と技術及び活

用の方法について 

④精神障害者を対象とした相談援助技術の展開について 

⑤精神障害者の地域生活の実態とこれらを取り巻く社会情勢及び地域相談援助における基本的な考え方に

ついて 

⑥地域リハビリテーションの構成と社会資源の活用及びケアマネジメント、コミュニティワークの実際に

ついて 

⑦地域生活を支援する保健・医療・福祉等の包括的な支援の意義と展開について 

８．学習目標 

以下の点を学習の目標とする。 

①精神保健医療福祉の歴史と動向について説明できる 

②精神障害者に対する支援の基本的な考え方と必要な知識を身に付ける 

③精神科リハビリテーションの概念と構成、精神科リハビリテーションのプロセスについて説明できる 

④医療機関における精神科リハビリテーションの展開とチーム医療における精神保健福祉士の役割を学ぶ 

⑤相談援助の過程及び対象者との援助関係、面接技術を理解し、援助活動の展開を身に付ける 

⑥家族調整・支援の実際を学ぶ 

⑦スーパービジョンとコンサルテーションについて理解する 

⑧地域移行について理解する 

⑨地域を基盤にした相談援助、リハビリテーションの基本的考え方、ネットワーキングについて理解する 

⑩精神障害者のケアマネジメントを学ぶ 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポート① 

「精神保健福祉の歴史をふまえ、わが国における精神保健福祉士の役割と課題について述べなさい。」 

課題レポート② 

「精神疾患を有する者の保護およびメンタルヘルス改善のための諸原則をふまえ、昨今の事例について考

察を述べなさい」 

課題レポート③ 

「地域を基盤とした支援のあり方について多角的な視点を含めて述べなさい」 

授業の中で課題については変更する場合もある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編『精神保健福祉士養成セミナー４ 第 6 版「精神保健福祉の理

論と相談援助の展開Ⅰ」』へるす出版。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神保健福祉士の相談援助に必要となる諸理論を実践に照らし合わせながら理解している。 

２．授業時に課される課題等について積極的に実行し、期限を守り提出している。  

３．講義を聞く姿勢、グループディスカッションへの参加等、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１ 期末試験  ： 総合点の 60％ 

２ 授業時に課される課題  :  総合点の 20％ 

３ 授業への積極的参加態度  ： 総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ，Ⅱで学んだ知識と技術の概要をさらに深く学び、実践に結びつけることが

できる内容とします。理論を踏まえグループワークや、ロールプレイなど積極的な授業への参加を求めま

す。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

第 1章 障害者福祉の理念と精神障害者 

の人権：障害者福祉の理念と精神障害 

障害者福祉の理念と精神障害者の人権：

障害者福祉の理念と精神障害２ 

事前学習 
障害者に対する理念を実現するためにどのようは視点を持

つべきか自分の意見を整理すること 

事後学習 
教科書に記載されている障害者に対する理念と精神保健福

祉士の実践を整理すること 

  



 

 

第２回 
障害者福祉の理念と精神障害者の人権：

精神障害者の人権 

事前学習 我が国における精神医療の現実を調べておくこと 

事後学習 
我が国の精神医療で生じた人権問題を整理し、地域での精神

障害者の人権について考察すること 

第３回 
精神障害者の人権： 

障害者権利条約の理念 

事前学習 教科書を読み、障害者の権利条約についてまとめること 

事後学習 
我が国の精神障害者の人権が障害者の権利条約によってど

のように守られているのかをまとめること 

第４回 
精神障害者の人権： 

精神障害及び精神障害者 

事前学習 精神障害と精神障害者の関係をよく調べて理解すること 

事後学習 
授業で学んだ精神障害者の人権侵害について、事例を含めて

考察すること 

第５回 
第２章 精神保健福祉の歴史と理念：精

神保健福祉の概念・歴史・理念 

事前学習 
精神医学、精神科リハビリテーション学、精神科ソーシャル

ワーク論Ⅰで学んだ歴史を整理しておくこと 

事後学習 

今日の我が国の精神保健福祉施策への影響を考察するとと

もに、今日求められている精神障害者の地域支援の意義につ

いてまとめること 

第６回 
精神保健福祉の歴史と理念：精神保健

福祉の現状 

事前学習 
我が国の入院者数、入院日数、精神科病床数等精神障害者の

おかれている現状を調べること 

事後学習 
授業を振り返り、我が国の精神障害者施策に対する諸外国の

批判をまとめること 

第７回 

第３章 精神保健福祉の領域におけるソ

ーシャルワークの歴史：イギリスにお

けるソーシャルワークの歴史と精神保

健のかかわり 

事前学習 
教科書を読み、イギリスにおけるソーシャルワークの歴史に

ついてまとめること 

事後学習 
イギリスにおける精神保健領域でのソーシャルワークの発

展をまとめること 

第８回 

精神保健福祉の領域におけるソーシャ

ルワークの歴史：アメリカにおける精

神保健福祉分野のソーシャルワーク発

展の歴史 

事前学習 
教科書を読み、アメリカにおけるソーシャルワークの歴史に

ついてまとめること 

事後学習 
アメリカにおける精神保健領域でのソーシャルワークの発

展をまとめること 

第９回 

精神保健福祉の領域におけるソーシャ

ルワークの歴史：日本におけるソーシ

ャルワークの歴史と精神保健のかかわ

り１ 

事前学習 
我が国における精神保健福祉の黎明期から現在までの流れ

を理解すること 

事後学習 
我が国における精神保健福祉士の黎明期から現在に至るま

でをまとめること 

第１０回 
第４章 精神保健福祉士の理念と意義：

国家としての精神保健福祉士の意義 

事前学習 

教科書「国家資格としての精神保健福祉士の意義」を読み、

精神保健福祉士が持つべき理念や存在する意義についてま

とめること 

事後学習 

精神保健福祉士の持つべき理念と存在意義について自己の

考えをまとめ、合わせて精神保健福祉士の専門性について考

察すること。 

第１１回 
精神保健福祉士の理念と意義：国家と

しての精神保健福祉士の専門性と倫理 

事前学習 
前回の授業を振り返り、精神保健福祉士の意義をまとめるこ

と 

事後学習 
前回の授業に加えて、精神保健福祉士の果たしてきた意義や

今後果たすべき役割について考えること 

第１２回 
精神保健福祉士の理念と意義：精神保健

福祉士倫理綱領 

事前学習 

教科書「精神保健福祉士の専門性と倫理」を読み、精神保健

福祉士倫理綱領作成のきっかけとなったＹ問題について整

理すること。 

事後学習 
精神保健福祉士倫理綱領のポイントをつかみ、繰り返し読む

こと。 

第１３回 

第５章 精神保健福祉士の支援とソーシ

ャルワーク展開過程精神障害者の支援モ

デル（治療モデル、生活モデル、ストレ

ングスモデルなど） 

事前学習 支援モデルにはどのようなものがあるのか調べてくること。 

事後学習 学んだ支援モデルについてまとめること。 

第１４回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワー

ク展開過程：ソーシャルワークの展開

過程（受理面接と契約） 

事前学習 
受理面接（インテーク）とは何をすることなのかを教科書か

ら理解しておくこと 

事後学習 
授業を振り返りジェノグラム、エコマップの書き方を確認す

ること 

第１５回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ソーシャルワークの展

開過程（アセスメントと支援計画） 

事前学習 

ソーシャルワークの展開過程のうちアセスメントの内容と

方法について、精神科ソーシャルワーク論の教科書を読み、

理解しておくこと 

事後学習 
教科書にあるインテークに係る事例を読み、事例のインテ

ーク、アセスメントを試みること 

第１６回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程： 

ソーシャルワークの展開過程（支援の

実際、経過観察、支援の評価、終結） 

事前学習 
教科書を読み、経過観察のポイント、評価方法、終結をす

る場合の条件を調べておくこと 

事後学習 
支援の評価方法を理解するとともに、終結する場合の留意

点についてまとめること 

第１７回 
精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ソーシャルワーク面接 

事前学習 
教科書を読み、構造化された面接と生活場面面接の違いを

まとめておくこと 

事後学習 授業を振り返り、具体的な面接の技術を整理すること 



 

 

第１８回 
精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：個別支援 

事前学習 
教科書を読み、パターナリズムとは何かを理解するととも

に、事例を読んでおくこと 

事後学習 
授業を振り返り、ソーシャルワークの展開過程に沿って事

例をまとめること 

第１９回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：グループを活用した支

援 

事前学習 
教科書を読み、グループの展開過程、グループの特徴、セ

ルフヘルプグループについてまとめること 

事後学習 
授業を振り返り、デイケアや家族支援といったグループの

実践を整理すること 

第２０回 
精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：地域を対象とした支援 

事前学習 
地域を対象とする支援とは何かを教科書を使い理解するこ

と 

事後学習 
直接援助と間接援助の違いを理解し、具体的な例を考えて

みること 

第２１回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：災害時における精神保

健福祉士の役割、スーパービジョンと

コンサルテーション 

事前学習 

災害時における援助のポイントをまとめること。また、教

科書「スーパービジョンとコンサルテーション」を読み、

スーパービジョンとコンサルテーションの概念を理解し、

実習で受けたスーパービジョンを思い出し、スーパービジ

ョンが自己に与えた影響を考察すること 

事後学習 

スーパービジョンとコンサルテーションの違いを明確にす

ること。ケアマネジメントに関する配布資料を見直し、手

順を確認すること 

第２２回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ケアマネジメント・地

域移行への支援 

事前学習 教科書を使い、ケアマネジメントの歴史を調べておくこと 

事後学習 
授業を振り返り、地域移行支援、ケアマネジメントの流れ、

有効性を理解すること 

第２３回 

第６章 精神障害者のソーシャルワーク

と関連専門職との連携：チーム医療に

おける精神保健福祉士の役割 

事前学習 
教科書 pp.235～244 を読み、チーム医療の概念を整理する

とこと 

事後学習 チーム医療を実施する際のポイントをまとめること 

第２４回 
精神障害者のソーシャルワークと関連専

門職との連携：専門職の役割と機能 

事前学習 
精神保健福祉士がどのような職種とチームを組む必要性が

あるか想定すること 

事後学習 

実習先で実施されていたチーム医療（チームアプローチ）

に関わっている職員の職種と役割、連携について整理する

こと 

第２５回 

精神障害者のソーシャルワークと関連専

門職との連携：チームアプローチ及び地

域生活支援の理念と精神保健福祉士の役

割 

事前学習 
地域における支援チームの要素とチームの中で精神保健福

祉士が果たす役割について自己の意見をまとめること 

事後学習 

地域支援チームと医療機関でのチームの違いについて整理

すること。また、地域での生活支援にかかわる職種、機関

を上げ、それぞれの役割と連携のポイントを整理すること。 

第２６回 精神保健福祉援助技術論のまとめ 
事前学習 これまでに学んだ項目について確認をしてくること。 

事後学習 授業で指摘したポイントについて振り返り、理解すること 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第４回の講義内容を踏まえて「精神障害者の人権」についてレポートにまとめなさい。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 11回～第 12回の講義内容を踏まえて「精神保健福祉士の専門性と倫理」についてレポートにま

とめなさい。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助技術論 （４単位） 

３．科目番号 
PSMP3411 

SCMP3111 
２．授業担当教員 谷口 恵子 

４．授業形態 講義、グループ討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱを受けて、精神障害者に対する援助方法や実践の基本を学ぶ。また、

精神医学や精神科リハビリテーションの概念を踏まえて、精神障害者への相談援助に対する基本的な考え

方や相談援助技術の展開を学ぶ。さらに、社会資源の活用方法、ケアマネジメント、コミュニティワーク

の実際と、保健・医療・福祉等にわたる包括的な支援の意義と展開を学ぶ。 

 本授業の終了後には以下を理解していることが期待される。 

①精神医療の特性と精神障害者に対する支援の基本的考え方について 

②精神科リハビリテーションの概念と構成及びチーム医療の一員としての精神保健福祉士の役割について 

③精神科リハビリテーションのプロセスと精神保健福祉士が行うリハビリテーションの知識と技術及び活

用の方法について 

④精神障害者を対象とした相談援助技術の展開について 

⑤精神障害者の地域生活の実態とこれらを取り巻く社会情勢及び地域相談援助における基本的な考え方に

ついて 

⑥地域リハビリテーションの構成と社会資源の活用及びケアマネジメント、コミュニティワークの実際に

ついて 

⑦地域生活を支援する保健・医療・福祉等の包括的な支援の意義と展開について 

８．学習目標 

以下の点を学習の目標とする。 

①精神保健医療福祉の歴史と動向について説明できる 

②精神障害者に対する支援の基本的な考え方と必要な知識を身に付ける 

③精神科リハビリテーションの概念と構成、精神科リハビリテーションのプロセスについて説明できる 

④医療機関における精神科リハビリテーションの展開とチーム医療における精神保健福祉士の役割を学ぶ 

⑤相談援助の過程及び対象者との援助関係、面接技術を理解し、援助活動の展開を身に付ける 

⑥家族調整・支援の実際を学ぶ 

⑦スーパービジョンとコンサルテーションについて理解する 

⑧地域移行について理解する 

⑨地域を基盤にした相談援助、リハビリテーションの基本的考え方、ネットワーキングについて理解する 

⑩精神障害者のケアマネジメントを学ぶ 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポート① 

「精神保健福祉の歴史をふまえ、わが国における精神保健福祉士の役割と課題について述べなさい。」 

課題レポート② 

「精神疾患を有する者の保護およびメンタルヘルス改善のための諸原則をふまえ、昨今の事例について考

察を述べなさい」 

課題レポート③ 

「地域を基盤とした支援のあり方について多角的な視点を含めて述べなさい」 

授業の中で課題については変更する場合もある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編『精神保健福祉士養成セミナー４ 第 6 版「精神保健福祉の理

論と相談援助の展開Ⅰ」』へるす出版。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神保健福祉士の相談援助に必要となる諸理論を実践に照らし合わせながら理解している。 

２．授業時に課される課題等について積極的に実行し、期限を守り提出している。  

３．講義を聞く姿勢、グループディスカッションへの参加等、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１ 期末試験  ： 総合点の 60％ 

２ 授業時に課される課題  :  総合点の 20％ 

３ 授業への積極的参加態度  ： 総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ，Ⅱで学んだ知識と技術の概要をさらに深く学び、実践に結びつけることが

できる内容とします。理論を踏まえグループワークや、ロールプレイなど積極的な授業への参加を求めま

す。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

第 1章 障害者福祉の理念と精神障害者 

の人権：障害者福祉の理念と精神障害 

障害者福祉の理念と精神障害者の人権：

障害者福祉の理念と精神障害２ 

事前学習 
障害者に対する理念を実現するためにどのようは視点を持

つべきか自分の意見を整理すること 

事後学習 
教科書に記載されている障害者に対する理念と精神保健福

祉士の実践を整理すること 

  



 

 

第２回 
障害者福祉の理念と精神障害者の人権：

精神障害者の人権 

事前学習 我が国における精神医療の現実を調べておくこと 

事後学習 
我が国の精神医療で生じた人権問題を整理し、地域での精神

障害者の人権について考察すること 

第３回 
精神障害者の人権： 

障害者権利条約の理念 

事前学習 教科書を読み、障害者の権利条約についてまとめること 

事後学習 
我が国の精神障害者の人権が障害者の権利条約によってど

のように守られているのかをまとめること 

第４回 
精神障害者の人権： 

精神障害及び精神障害者 

事前学習 精神障害と精神障害者の関係をよく調べて理解すること 

事後学習 
授業で学んだ精神障害者の人権侵害について、事例を含めて

考察すること 

第５回 
第２章 精神保健福祉の歴史と理念：精

神保健福祉の概念・歴史・理念 

事前学習 
精神医学、精神科リハビリテーション学、精神科ソーシャル

ワーク論Ⅰで学んだ歴史を整理しておくこと 

事後学習 

今日の我が国の精神保健福祉施策への影響を考察するとと

もに、今日求められている精神障害者の地域支援の意義につ

いてまとめること 

第６回 
精神保健福祉の歴史と理念：精神保健

福祉の現状 

事前学習 
我が国の入院者数、入院日数、精神科病床数等精神障害者の

おかれている現状を調べること 

事後学習 
授業を振り返り、我が国の精神障害者施策に対する諸外国の

批判をまとめること 

第７回 

第３章 精神保健福祉の領域におけるソ

ーシャルワークの歴史：イギリスにお

けるソーシャルワークの歴史と精神保

健のかかわり 

事前学習 
教科書を読み、イギリスにおけるソーシャルワークの歴史に

ついてまとめること 

事後学習 
イギリスにおける精神保健領域でのソーシャルワークの発

展をまとめること 

第８回 

精神保健福祉の領域におけるソーシャ

ルワークの歴史：アメリカにおける精

神保健福祉分野のソーシャルワーク発

展の歴史 

事前学習 
教科書を読み、アメリカにおけるソーシャルワークの歴史に

ついてまとめること 

事後学習 
アメリカにおける精神保健領域でのソーシャルワークの発

展をまとめること 

第９回 

精神保健福祉の領域におけるソーシャ

ルワークの歴史：日本におけるソーシ

ャルワークの歴史と精神保健のかかわ

り１ 

事前学習 
我が国における精神保健福祉の黎明期から現在までの流れ

を理解すること 

事後学習 
我が国における精神保健福祉士の黎明期から現在に至るま

でをまとめること 

第１０回 
第４章 精神保健福祉士の理念と意義：

国家としての精神保健福祉士の意義 

事前学習 

教科書「国家資格としての精神保健福祉士の意義」を読み、

精神保健福祉士が持つべき理念や存在する意義についてま

とめること 

事後学習 

精神保健福祉士の持つべき理念と存在意義について自己の

考えをまとめ、合わせて精神保健福祉士の専門性について考

察すること。 

第１１回 
精神保健福祉士の理念と意義：国家と

しての精神保健福祉士の専門性と倫理 

事前学習 
前回の授業を振り返り、精神保健福祉士の意義をまとめるこ

と 

事後学習 
前回の授業に加えて、精神保健福祉士の果たしてきた意義や

今後果たすべき役割について考えること 

第１２回 
精神保健福祉士の理念と意義：精神保健

福祉士倫理綱領 

事前学習 

教科書「精神保健福祉士の専門性と倫理」を読み、精神保健

福祉士倫理綱領作成のきっかけとなったＹ問題について整

理すること。 

事後学習 
精神保健福祉士倫理綱領のポイントをつかみ、繰り返し読む

こと。 

第１３回 

第５章 精神保健福祉士の支援とソーシ

ャルワーク展開過程精神障害者の支援モ

デル（治療モデル、生活モデル、ストレ

ングスモデルなど） 

事前学習 支援モデルにはどのようなものがあるのか調べてくること。 

事後学習 学んだ支援モデルについてまとめること。 

第１４回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワー

ク展開過程：ソーシャルワークの展開

過程（受理面接と契約） 

事前学習 
受理面接（インテーク）とは何をすることなのかを教科書か

ら理解しておくこと 

事後学習 
授業を振り返りジェノグラム、エコマップの書き方を確認す

ること 

第１５回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ソーシャルワークの展

開過程（アセスメントと支援計画） 

事前学習 

ソーシャルワークの展開過程のうちアセスメントの内容と

方法について、精神科ソーシャルワーク論の教科書を読み、

理解しておくこと 

事後学習 
教科書にあるインテークに係る事例を読み、事例のインテ

ーク、アセスメントを試みること 

第１６回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程： 

ソーシャルワークの展開過程（支援の

実際、経過観察、支援の評価、終結） 

事前学習 
教科書を読み、経過観察のポイント、評価方法、終結をす

る場合の条件を調べておくこと 

事後学習 
支援の評価方法を理解するとともに、終結する場合の留意

点についてまとめること 

第１７回 
精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ソーシャルワーク面接 

事前学習 
教科書を読み、構造化された面接と生活場面面接の違いを

まとめておくこと 

事後学習 授業を振り返り、具体的な面接の技術を整理すること 



 

 

  



 

 

第１８回 
精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：個別支援 

事前学習 
教科書を読み、パターナリズムとは何かを理解するととも

に、事例を読んでおくこと 

事後学習 
授業を振り返り、ソーシャルワークの展開過程に沿って事

例をまとめること 

第１９回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：グループを活用した支

援 

事前学習 
教科書を読み、グループの展開過程、グループの特徴、セ

ルフヘルプグループについてまとめること 

事後学習 
授業を振り返り、デイケアや家族支援といったグループの

実践を整理すること 

第２０回 
精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：地域を対象とした支援 

事前学習 
地域を対象とする支援とは何かを教科書を使い理解するこ

と 

事後学習 
直接援助と間接援助の違いを理解し、具体的な例を考えて

みること 

第２１回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：災害時における精神保

健福祉士の役割、スーパービジョンと

コンサルテーション 

事前学習 

災害時における援助のポイントをまとめること。また、教

科書「スーパービジョンとコンサルテーション」を読み、

スーパービジョンとコンサルテーションの概念を理解し、

実習で受けたスーパービジョンを思い出し、スーパービジ

ョンが自己に与えた影響を考察すること 

事後学習 

スーパービジョンとコンサルテーションの違いを明確にす

ること。ケアマネジメントに関する配布資料を見直し、手

順を確認すること 

第２２回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ケアマネジメント・地

域移行への支援 

事前学習 教科書を使い、ケアマネジメントの歴史を調べておくこと 

事後学習 
授業を振り返り、地域移行支援、ケアマネジメントの流れ、

有効性を理解すること 

第２３回 

第６章 精神障害者のソーシャルワーク

と関連専門職との連携：チーム医療に

おける精神保健福祉士の役割 

事前学習 
教科書 pp.235～244 を読み、チーム医療の概念を整理する

とこと 

事後学習 チーム医療を実施する際のポイントをまとめること 

第２４回 
精神障害者のソーシャルワークと関連専

門職との連携：専門職の役割と機能 

事前学習 
精神保健福祉士がどのような職種とチームを組む必要性が

あるか想定すること 

事後学習 

実習先で実施されていたチーム医療（チームアプローチ）

に関わっている職員の職種と役割、連携について整理する

こと 

第２５回 

精神障害者のソーシャルワークと関連専

門職との連携：チームアプローチ及び地

域生活支援の理念と精神保健福祉士の役

割 

事前学習 
地域における支援チームの要素とチームの中で精神保健福

祉士が果たす役割について自己の意見をまとめること 

事後学習 

地域支援チームと医療機関でのチームの違いについて整理

すること。また、地域での生活支援にかかわる職種、機関

を上げ、それぞれの役割と連携のポイントを整理すること。 

第２６回 精神保健福祉援助技術論のまとめ 
事前学習 これまでに学んだ項目について確認をしてくること。 

事後学習 授業で指摘したポイントについて振り返り、理解すること 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第４回の講義内容を踏まえて「精神障害者の人権」についてレポートにまとめなさい。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 11回～第 12回の講義内容を踏まえて「精神保健福祉士の専門性と倫理」についてレポートにま

とめなさい。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（C） （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2183 

２．授業担当教員 大山 勉 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、

実習事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）実習の意義について理解する。 

２）個人の資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

３）実習施設・機関の概要及びその地域について理解し、明瞭な説明ができる。 

４）日本における精神保健福祉の現状を理解し、実習先でかかわる精神障害者への理解を深めるため、他

の講義で学んだ基礎知識を総括的に確認する。 

５）精神保健福祉士に求められる職業倫理と法的義務について理解し、実習においてそれらに基づく実践

ができる基礎を身につける。 

６）事前訪問に向けて準備を整え、事前訪問を実施する。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導および集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術

について具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応で

きる能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

第1回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す。 
１ 精神保健福祉に関わる知識の確認（実習コンピテンス確認テストに向けて基礎知識の確認） 

２ 自己の実習に対する動機、目標 
３ 配属された実習施設・機関の概要を調べレポートにまとめる（2000～4000字） 
＊予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に

問題解決力を培うように努めること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、
2017。 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 
【参考書】 
精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 ２０１７年版』中央法規。 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 
１．実習に向けての基礎知識が確認できている。 

２．実習に向けての自己の動機を言語化できる。 
３．基本的マナー、態度（敬語の使い方、提出期限を守る等）行える。 
○評定の方法 

１．授業中に課されるレポート 40％ 
２．実習配属に伴う提出物 20％ 
３．授業への積極的参加態度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は実習に直結しています。この授業期間中に、実習先の配属が決定し、具体的に実習に向けての
学習がスタートします。積極的な授業参加を期待します。 

13．オフィスアワー 後日通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅰのねらい、授業の進め方についての説
明 
・実習の流れの理解と実習に関する基本的ルールの確認（「実習の手引

き使用」） 

事前学習 
精神保健福祉援助実習指導の
教科書を購入する 

事後学習 

実習の手引きの実習の流れを
再確認し、実習の時期、日程等

理解する 

第２回 

・専門職養成における実習の意義を理解する 

：精神保健福祉士を目指すうえで、実習がなぜ大切なのか、また実習
で何を学ぶべきなのか理解を深める 
・専門職としての記録の意義を復習し、実習中の記録の書き方を学ぶ 

：以後実習記録の練習を授業内で行う 

事前学習 

テキスト第１章「精神保健福祉
援助実習の意義と特徴」・第２

章「実習の学習内容と基本的な
流れ」を熟読する 

事後学習 

授業で学んだことを受け、自己
にとっての実習に行く意義に
ついて学習ノートにまとめる 

  



 

 

第３回 

・精神保健福祉士を目指している自己の動機に対する理解を深める 
：実習の意義と同時に、個人が持っている資格取得に対する動機を自
己の中で明確にするとともに、他人に対して説明できるようにする 

事前学習 
自分の資格取得動機を説明で
きるように準備する 

事後学習 

授業を受け再度自己の資格取

得動機について考える。自己の
実習の動機を学習ノートにま
とめる 

第４回 

・事前学習の意義について理解する 
：事前学習で学ぶべきことを把握するとともに、その意義を理解する 

：実習コンピテンス確認テストについての説明 
精神保健福祉に関する基礎知識の確認① 
・精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上

の困難について理解する 
：日本の精神保健福祉の歴史、精神保健福祉の現状、精神障害者が抱
える困難性について考える 

事前学習 

テキスト第３章Ⅲ「事前学習の
意義と目的」を熟読する 

精神保健福祉の歴史、精神科医
療の現状についてレポートに
まとめる 

事後学習 

精神障害者のおかれている現
状について考えたことをまと
める 

第５回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認② 
・精神疾患の理解 

：主な精神疾患についての基礎知識を確認する 
精神保健福祉に関する基礎知識の確認③ 
・精神保健福祉に関する制度の理解 

：精神保健福祉士として必要となる制度についての知識を確認する 

事前学習 
与えられたテーマについてレ
ポートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足り
なかった点をまとめる 

第６回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認④ 
・精神保健福祉に関する技術の理解 

：面接の基本姿勢、面接技術などソーシャルワーカーとして必要にな
る基礎的技術について確認 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認⑤ 

・精神保健福祉に関する職業倫理と法的責務の確認 
：精神保健福祉士法、倫理綱領について、実習に結びつけて理解 

事前学習 
与えられたテーマについてレ
ポートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足り
なかった点をまとめる 

第７回 

・実習先を理解する 
：実習が可能な施設・機関の紹介と説明（「実習の手引き」使用） 
：実習先を理解する意義と理解すべき内容を把握 

※第７回～第 9 回において、可能な場合は、外部機関の見学や外部講
師を招いての授業を実施し、実習先理解を深める 

事前学習 
テキスト第 8章「実習施設・機
関の概要」を熟読する 

事後学習 
実習可能な施設について確認
する 

第８回 

・実習施設・機関の基本的理解 

：グループによる発表 医療機関 
〈精神科病院／総合病院精神科／精神科診療所／精神科デイケア施設
／アルコール専門病棟／認知症病棟〉 

事前学習 

グループで発表の準備をする 

テキスト第 9 章Ⅰ「精神科病
院」、Ⅱ「精神科診療所」、Ⅳ「精
神保健医療福祉における多職

種連携とチームアプローチの
実際」を熟読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第９回 

・実習施設・機関の基本的理解 
：グループによる発表 障害者総合支援法に規定されている施設 

〈共同生活援助／相談支援事業・地域活動支援センター／就労継続支
援 A型／就労継続支援 B型／就労移行支援事業所〉 
：グループによる発表 行政 

〈精神保健福祉センター／保健所／市町村保健センター〉 

事前学習 

グループで発表の準備をする 
テキスト第９章Ⅲ「障害福祉サ

ービス事業所」を熟読する 
テキスト第９章Ⅶ「地域社会の
中の実習施設・機関とアウトリ

ーチ、地域ネットワーク、社会
資源の活用・調整・開発」を熟
読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第１０回 

・実習コンピテンス（自己覚知を深める） 

：セルフアセスメントの実施 
・実習先の配属 
：配属先実習施設・機関に関する情報収集 

：誓約書・個人調書等書類作成の意味の理解と作成（自己の実習目標
を明文化する） 

事前学習 
実習施設についてまとめた内

容を振り返る 

事後学習 個人調書作成 

第１１回 

・配属実習施設・機関に対する理解を深める 
：配属先実習施設・機関の利用者理解と援助方法 
：配属先実習施設・機関に関する情報収集 

：誓約書・個人調書等書類作成の意味の理解と作成（自己の実習目標
を明文化する） 

事前学習 
配属先についてホームページ
等を用いて情報を収集する 

事後学習 個人調書の書き直し、清書 

第１２回 

・配属先実習施設・機関に関する理解 
：実習施設の概要をまとめる 
・事前訪問に向けた準備 

：事前訪問の目的と意義の確認 
：基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 

配属先についてさらに情報を

収集する 
テキスト第 3章ⅤA「見学実習・
現場体験学習」第５章「配属実

習」を熟読する 

事後学習 
見学実習の目的と意義をまと

める 

第１３回 

・事前訪問の総括 

・学習のまとめ 
・精神保健福祉援助実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 

見学実習報告書を作成する 
見学実習に対するお礼状を書

く 

事後学習 
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ

で学んだことを振り返る 

  



 

 

課題研究
１ 

 

課題研究テーマ：第４回～第６回の講義内容を踏まえて、「実習事前学習の意義と事前学習を通して身についたこと、
さらに身に着ける必要のあること」をレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4用紙１枚程度（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第７回の授業開始時 
     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 
事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究
２ 

 

課題研究テーマ：事前訪問実施後に学んだこと及び実習開始前までにやるべき課題についてまとめる。 
レポート形式：A4用紙１枚程度（1500文字～2000文字程度） 
提出期限：事前訪問終了後の次の授業で提出する。 

    提出後添削指導したものを学生に返却する。質疑応答も随時受け付ける。 
事後学習：レポートで触れた「課題」の実施状況を報告する。 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

実習/実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連 ＊おおよその目安、変動あり 

実習配属に関する 
個別面談実施 

10月下旬ごろ
から 

第 2回～第 3回あたり 

施設実習配属発表 12月 第 8回～第 9回あたり＊個人調書の作成 

セルフアセスメント第１回の実施  授業後半で実施 

「実習施設・機関の調査」 
レポート提出 

1月 配属先発表後 

実習コンピテンス確認テストⅠの
問題配布 

1月 
第１５回目の授業 

（春休み中に予習する） 

事前訪問第１回目の実施 ２月 学生各自日程調整して実施 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ（C） （2 単位） 

３．科目番号 SCMP3184 

２．授業担当教員 藤島 薫・森田 和美 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実
習事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 
精神保健福祉援助実習指導Ⅱは、ソーシャルワーク基礎実習に向けての具体的な準備、事後学習、精神保
健福祉援助実習第一段階の準備を行い、終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 
１）実習コンピテンステストを実施し、実習に必要な基礎的知識の定着を図る。 
２）実習計画の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 
３）事前訪問を実施し、実習生、授業担当教員、実習指導者（スーパーバイザー）との協議を踏まえた実習

計画を完成させる。 
４）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術習得のための具体的方法について理解する。 
５）個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 
６）スーパービジョンについて理解し、適切なスーパービジョンを受ける準備をする。 
７）記録の意義について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 
８）実習目標と実践を照合し自己評価して、自己の課題を明瞭に説明できる。 
９）実習を総合的に評価し、課題を明確化、文書化できる。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導及び集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術に

ついて具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応でき

る能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

第1回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す。 

１ 実習コンピテンス確認テスト（１）及び（２）の実施（合格点に達するまで再テストを行う） 
２ 実習施設の概要、実習計画書の作成 
３ ソーシャルワーク基礎実習振り返り 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】新版 精神保健福祉士養成セミナー第 8巻 
『精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、2017。 

【参考書】精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 2019年版』中央法規。 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 
１．実習に向けて必要になる事前知識が身についている。 

２．実習に必要な書類の準備ができる。 
３．実習事後に実習での学びを言語化できる。 
○評定の方法 

１．実習コンピテンス確認テスト 20％ 
２．実習に伴う提出物 30％ 
３．実習事後の振り返りのための課題 20％ 

４．授業への積極的参加態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は実習に直結している。この授業期間中に、初めて実習に行き、次の段階の実習に備えます。実習
及び資格取得に対する動機を高め、より充実した実習体験を持てるよう、積極的な授業参加態度を期待す

る。 

13．オフィスアワー 後日通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉実習指導Ⅰの振り返りと確認 
・精神保健福祉援助実習指導Ⅱの講義内容、進め方の説明 

：実習までの流れの確認 
 
・ソーシャルワーク基礎実習研究課題の作成に関する説明 

事前学習 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰで学んだこ
とを振り返る 
実習コンピテンス確認テストのための学

習を行う。 

事後学習 

実習に向けての自己の課題を書き出す。 

実習コンピテンス確認テストのための学
習を行う。 

第２回 ・実習コンピテンス確認テストⅠの実施 

事前学習 

「実習の手引き」ソーシャルワーク実習

についての項目に目を通す 
テキスト第 3章ⅤC「実習計画・実習課題
の作成と事前訪問」、第 10 章「実習指導

計画モデル」を熟読する 

事後学習 
実習施設・機関の概要、ソーシャルワー

ク基礎実習プログラム（案）を作成する 

第３回 ・実習施設・機関の概要の作成 

事前学習 
実習施設・機関の概要、ソーシャルワー
ク基礎実習プログラム（案）を作成する 

事後学習 
実習プログラム（案）について、添削さ
れた箇所を再度修正する 

  



 

 

第４回 

・スーパービジョンと巡回指導の理解 

：スーパービジョンについて理解する 
：巡回指導の目的と内容を理解する 
 

：スーパーバイザーとの協議に関する説明と確認 

事前学習 

テキスト第 4 章「実習の際に起こる問題
への対処、第 5章Ⅱ「実習指導者の役割」、
Ⅲ「実習担当教員の役割」Ⅳ「実習担当

教員による巡回指導」Ⅷ「実習スーパー
ビジョン」を熟読する 

事後学習 

実習施設・機関の概要及び実習プログラ
ム（案）持参のうえ、実習施設訪問につ

いて実習指導者に相談する 

第５回 

・実習における個人のプライバシー保護と守秘義務の理解 
：個人情報保護の理解 
：実習中の記録等の取り扱いに関する具体的注意事項 

事前学習 

テキスト第 5 章Ⅳ「配属実習に伴う留意
事項」 
「実習の手引き」資料：「学生が行う現場

実習における個人情報保護の手引き」に
目を通す 

事後学習 

個人のプライバシー保護と守秘義務につ
いて、実習生、利用者それぞれの視点か

ら重要な点をまとめる 

第６回 

・実習記録の理解 
：実習記録の意義・書き方を理解する 

：実習記録の書き方演習 
 

事前学習 テキスト第５章Ⅶ「実習記録の指導」 

事後学習 

日々の出来事を選択し、実習記録に記入
する 

自己評価表の各項目の意味を再度確認す
る（不明点があれば、翌週確認する） 

第７回 

・実習記録の理解 

：実習記録の書き方演習 
：実習記録の取り扱い等に関する説明 
 

・ソーシャルワーク基礎実習代替の課題研究４実施に関する
確認と注意事項 

事前学習 第６回で学んだことを復習する 

事後学習 

第７回で学んだことを振り返る。 
課題研究４に向けての取り組みを準備す
る 

第８回 

・援助実習に関する理解 
：実習実施時期の確認 
：「実習プログラムシート」の理解（援助実習の目標の理解と

目標を達成するための展開方法について）実習プログラム案 
 
・援助実習、実習プログラム案の作成 

：援助実習の課題を理解したうえで、実習計画を作成する 
 
・ソーシャルワーク基礎実習代替の課題研究５実施に関する

確認と注意事項 

事前学習 
実習の手引き、精神保健福祉援助実習の
項目を熟読する 

事後学習 実習プログラム案を作成する 

第９回 
・実習プログラム案の作成と完成 
 

事前学習 実習プログラム案を作成する 

事後学習 
添削を受けた実習プログラム案を修正

し、完成させる 

第１０回 
・実習の評価について理解する 
 ：評価の意義と自己評価について学ぶ 

事前学習 実習評価表を確認する 

事後学習 
現時点での自身の自己評価を想定してみ
る 

第１１回 ・実習コンピテンス確認テストⅡの実施 

事前学習 実習コンピテンス実施のための学習 

事後学習 
実習コンピテンスの自己採点や振り返り
を行う 

第１２回 

・実習コンピテンス確認テストⅡのまとめ 
・巡回指導教員への手続きの説明 
 

事前学習 
実習に向けて手引きを読み実習の流れ等
確認する 

事後学習 

巡回指導教員への挨拶用紙の準備をする 
巡回指導教員に挨拶のための日程調整を
各自行う 

第１３回 

・学習のまとめ 

：援助実習に向けて最終確認：事故、緊急時対応、保険、注意
事項、評価、記録の提出等について 
：実習における契約構造の説明と実習生の義務・権利について

再確認 

事前学習 授業を通して学んだことをまとめる 

事後学習 実習に向けて準備を整える 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第４回の講義内容を踏まえて「スーパービジョン」について理解したこと、また実習中のスーパービ

ジョンに自身が意識して気をつけたいことをまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1500文字～2000文字程度） 

      提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を実施する。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第５回の授業内容を踏まえて「個人情報保護」について理解したこと、また自身の特性を踏まえて実

習中に特に意識して気をつけたいことをまとめる。 

レポート形式：A４用紙１枚（1500文字～2000文字程度） 

      提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を実施する。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

 



 

 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

実習/実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連 ＊おおよその目安、変動あり 
実習コンピテンス確認テストⅠの実施 ４月後半 第２回目の授業時に実施 

事前訪問２回目 5月中 
第 4回～第 6回授業あたりに学生個別に実施 
＊実習プログラム案作成のうえ、実習先訪問 

巡回教員発表・教員への挨拶 5月中旬～下旬 第 5回～第 6回あたりに発表。挨拶は学生個別に実施 

セルフアセスメントの実地 SW基礎実習前 SW基礎実習前にセルフアセスメントを実施する 
SW基礎実習 6月第 1週より 第 7回～8回あたりが基礎実習前最後の授業 

実習コンピテンス確認テストⅡの問題配布 ７月下旬 第 11回～第 12回あたり＊夏休み中に予習する 

実習コンピテンス確認テストⅡの実施 
８月下旬夏休み明

け頃 
夏休み明けの授業第１回目：第 11回～第 12回あたりに実

施 

セルフアセスメントの実施 第一段階実習前 春期終了前。第一段階実習開始前に実施する 

 

 



 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ（編入生） （2 単位） 
３．科目番号 SCMP3185 

２．授業担当教員 大山 勉 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実習

事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅲは、精神保健福祉援助実習第一段階の帰校指導の役割りも兼ね、実習の振り返 

りを行い、実習における学びを深める。また、精神保健福祉援助実習第指導Ⅱに向けての準備、事後学習も

行い、終了した時点で次のことを達成していることが期待される。 

１）実習計画の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 

２）事前訪問を実施し、実習生、授業担当教員、実習指導者（スーパーバイザー）との協議を踏まえた実習

計画を完成させる。 

３）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術習得のための具体的方法について理解する。 

４）記録の意義について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 

５）実習中に行う事例について検討し、支援計画の立案を実践的に理解する 

６）実習中の利用者との関わりを振り返り、自己覚知を深める 

７）実習目標と実践を照合し自己評価して、自己の課題を明瞭に説明できる。 

８）実習を総合的に評価し、課題を明確化、文書化できる。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導及び集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術につ

いて具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応でき

る能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことができ

る能力を涵養する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 

１ 実習コンピテンス確認テスト（２）の実施（合格点に達するまで再テストを行う） 

２ 第一段階実習／施設実習総括レポート 

３ 第二段階実習／医療機関実習、実習施設の概要、実習計画 

４ 第二段階実習／医療機関実習 総括レポート 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 
『精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、2017。 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 
【参考書】 

精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 2019年版』 中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．２種の実習の振り返りから学びと課題を整理、言語化できる。 

２．実習に際して必要な提出物（帰校指導記録その他）を期限を守り提出できる。 

３．実習に向けての準備を行える。 

○評定の方法 

１．授業時の提出物 20％ 

２．レポート（実習総括レポート）50％ 

３．授業への積極的参加態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は２年間通して行った実習体験の総まとめの授業であると同時に、２種類の実習の事後学習の場

でもある。実習体験をより充実したものとできるかどうかは、本授業での学びが大きく関係する。このこと

を念頭に、積極的な授業参加態度を期待する。 

13．オフィスアワー 別途、連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・講義内容の説明と施設実習の振り返り 

・事後学習について理解する 

：事後学習の意義を理解する 

：実習評価の意義について理解を深め、自己評価を行う 

：ソーシャルワーカーとしての自分について理解を深める

（自己の価値観念が実習中利用者とのかかわりにおいて

どのように反映したか考えをまとめる） 

・実習成果発表会について説明 

事前学習 テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 事後学習について学んだことをまとめる 

第２回 

・社会福祉専門職についての理解 

：実習施設・機関で行われる各種手続きについてまとめる 

：実習施設・機関で行われる相談援助業務についてまとめ

る 

・連携についての理解 

事前学習 
実習中で体験した各種制度の手続き、相談援

助業務、連携について書き出す 

事後学習 
授業を通して、自分の体験を振り返り、まと
める 



 

実習施設・機関と社会資源、関係機関との連携についてま

とめる 

第３回 ・実習の評価・総括（実習成果発表会） 
事前学習 

実習総括レポートを作成し、実習成果発表会

への準備をする 

事後学習 発表を聞いての感想、考察をまとめる 

第４回 

・精神科医療機関のワーカーとして必要となる諸制度の知

識を確認する 

：入院制度、保険制度、診療報酬等 

・社会復帰施設のワーカーとして必要となる諸制度の知識

を確認する 

：総合支援法、雇用促進法 等 

・実習コンピテンス確認テスト（２）の実施 

事前学習 

精神保健福祉法、その他関連法を確認する 

実習コンピテンス確認テスト（２）の実施に

向けて自己学習を行う 

事後学習 授業で学んだことをまとめる 

第５回 

・第二段階実習／医療機関に向けての準備 

：施設実習及び本授業を振り返り実習における課題を明確

化する 

：医療機関実習における実習課題を理解する 

：個人調書の準備 

：配属先に関する情報収集 

・施設実習に向けての準備 

：実習施設概要の作成 

：実習プログラム（案）の作成 

事前学習 
各自自分の該当する実習について『実習の手

引きを確認する』 

事後学習 個人調書を作成する 

第６回 

・実習に向けての準備 

：実習施設概要の作成 

：実習プログラム（案）の作成 

・事前訪問（見学実習）に向けた準備 

：事前訪問（見学実習）の目的と意義の再確認 

：実習プログラム（案）（スーパーバイザーと協議したい

点を明確化する） 

：基本的態度と訪問時の注意事項の再確認 

・見学実習の総括 

：実習計画に関するスーパーバイザーとの協議事項の確認

とそれを踏まえてのプログラム案の完成 

事前学習 
配属実習先についてホームページ等を用い

て情報を収集する 

事後学習 
実習施設の概要、実習プログラム（案）を作

成する 
各自見学実習の日程を調整する 

第７回 

・事前訪問の総括 

：事前訪問を終えて再度実習計画を見直す 

：実習までの課題を確認する 

事前学習 
見学実習報告書の作成 

実習プログラム（案）の見直し 

事後学習 実習までの課題を書き出す 

第８回 

・医療機関での精神保健福祉士の役割を理解する 

：医療機関で行われる各種手続きなど復習する 

・倫理綱領を学ぶ 

：ワーカーとしての葛藤を考える 

事前学習 
倫理綱領に目を通す 

テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 実習で抱え得る葛藤について考える 

第９回 

・実習に向けての最終確認 

：事故、緊急時対応、保険、注意事項、評価、記録の提出

等について 

・実習における契約構造の説明と実習生の義務、権利につ

いて確認 

・実習後の実習成果発表会について説明 

事前学習 実習までに確認したいことを書きだす 

事後学習 

テキスト、実習の手引きを振り返り、実習に

備える 
実習記録への記名等実習に向けての最終的
な準備を行う 

第１０回 

・実習の振り返り 

：事後学習の意義を理解する 

：グループにおけるディスカッション（実習中に感じたこ

と、困難だったこと、自己の課題等共有する） 

：実習後の必要事項の確認（記録の提出、お礼状の郵送等） 

：実習に関する実習総括レポートを作成 

事前学習 

実習のまとめを記入 

実習先にお礼状を出す 

テキスト第該当項目を熟読する 

事後学習 実習総括レポートを作成する 

第１１回 

・実習の振り返り（社会福祉専門職についての理解） 

：実習先で行われる各種手続きについてまとめる 

：実習先で行われる相談援助業務についてまとめる 

・実習の振り返り（連携についての理解） 

：実習先における各部門職種とその機能・関係についてま

とめる 

：実習先と社会資源、関係機関との連携についてまとめる 

事前学習 
実習中に体験した各種手続き、相談援助業

務、連携について書き出す。 

事後学習 学んだ内容をまとめる 

第１２回 ・実習の評価・総括（実習成果発表会） 
事前学習 

実習総括レポートを作成し、実習成果発表会

への準備をする 

事後学習 発表を聞いての感想、考察をまとめる 

第１３回 

・実習の振り返り（ソーシャルワーカーの倫理綱領と自己

覚知） 

：倫理綱領をもとに実習先での専門職の実践についてまと

める 

：自分の価値観念が実習中のクライエントとのかかわりに

事前学習 
実習中に体験した倫理的葛藤についてまと

める 

事後学習 
授業を通して考察したこと、自分に対する気
づきについて書き出す 



 

及ぼした影響についてまとめる 

・実習指導Ⅰ～Ⅲの総まとめ 

：実習指導及び実習を通しての学び、自己の成長、今後の

課題を振り返る 

課題研究
１ 

課題研究テーマ：第１回～第 3回の講義内容、施設実習の事後学習を踏まえて施設実習における新たな気づきと医療機

関実習に向けての課題をまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第４回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 
事後学習：添削指導・意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

課題研究
２ 

課題研究テーマ：第６回、第７回の講義内容及び事前訪問の実施を踏まえて事前訪問での学びをまとめる。 

レポート形式：A４用紙１枚（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第８回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 
事後学習：添削指導・意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

 

 

実習及び実習コンピテンス関連の流れ 

セルフアセスメントシートの活用 授業初期 

第一段階実習の実施 ６月学外授業期間 / 夏季休講期間 

第一段階実習の振り返り 

：実習報告集の作成 
第一段階実習後 

第二段階実習先発表 ６～７月 

第二段階実習の実施 夏季休講期間 

事後学習：実習報告集の作成 第二段階実習後（夏季休講期間明け） 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
精神保健福祉士養成演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 GECD3225 

２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉士の資格を得て、熱意をもって国民の精神保健福祉の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄

与し精神障害者の社会的復権のために活躍するためには、まずは精神保健福祉士の国家試験に合格すること

が欠かせません。この講義では、過去問題の演習を繰り返し行います。その中で、試験に合格するための知

識を記憶に定着させて下さい。 

８．学習目標 

精神保健福祉士の国家試験に合格するためには、次の二つの基準を満たすことが必要になります。 

(Ⅰ)問題の総得点の6割程度以上の点数の得点があること。 

(Ⅱ)受験で課されるすべての科目において得点があること（一科目でも０点を取ると不合格となる） 

これらの基準を満たすために、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎的

問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストはあなた方の学習の形成的評価となるもの

ですから、確実に得点ができるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを２度と繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・正規の授業に加えて、別途開講される対策講座への出席。 

・定期試験(共通科目・専門科目)では、実際の本番の試験の合格基準に従って、 

①全体の60％以上の得点がある 

②全ての科目で得点が見られる（0点科目がない）ことを課題とします。 

（不合格の場合は再試験を行い、合格するまで繰り返すことを義務づけます） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】授業内配布テキスト、『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』中央法規。 

【参考文献】『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ 2020』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解したか。 

２．国家試験の過去問題を確実に正解する力がついたか。 

○評定の方法 

各授業の最後に行う確認テスト ５０％ 

定期試験（共通科目・専門科目） ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・上記教科書が販売される 5 月のゴールデンウイーク明けから、授業は開始される。 

・授業進行は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（試験の概要・傾向等） 

（合格基準の確認、授業の進め方とその学習方法につい
て理解する）【人体の構造と機能及び疾病①】 

事前学習 シラバスを事前によく読んでくる 

事後学習 学習方法の確認 

第２回 【心理学理論と心理的支援】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第３回 【社会理論と社会システム】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第４回 【現代社会と福祉①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第５回 【現代社会と福祉②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第６回 【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第７回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第８回 【福祉行財政と福祉計画】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第９回 【社会保障】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１０回 【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１１回 【低所得者に対する支援と生活保護制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１２回 【保健医療サービス】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 



 

 

第１３回 【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

課題研究
1 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を
赤ペンで修正する。 

実施時期：第 7 回授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

課題研究
2 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を
赤ペンで修正する。 

実施時期：第 10 回授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

期末試験（共通科目） 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
精神保健福祉士養成演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号  

２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉士の資格を得て、熱意をもって国民の精神保健福祉の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄

与し、精神障害者の社会的復権のために活躍するためには、まずは精神保健福祉士の国家試験に合格するこ
とが欠かせません。すでに履修している精神保健福祉士養成演習Ⅰにおける学習を基盤として、この講義で
はより実践的な演習を行っていきます。今まで学んできた学習内容を、出題が多く見られる分野を中心に徹

底した問題演習を行っていきます。試験に合格するために必要となる知識を確実に記憶に定着させるととも
に、近年の出題傾向を把握した上で、新しい問題にも対応できる実力を身につけられる講義を行います。 
また、全国統一模擬試験を受験することで試験の雰囲気に慣れるとともに、解答した問題については、そ

の後の授業の中でも振り返りをしていきます。 

８．学習目標 

精神保健福祉士の国家試験に合格するためには、次の二つの基準を満たすことが必要になります。 
(Ⅰ)問題の総得点の６割程度以上の得点があること。 

(Ⅱ)受験で課されるすべての科目において得点があること（一科目でも0点を取ると不合格となる）。 
 これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を満遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基
礎的問題の演習を徹底して行います。特にこの養成演習Ⅱの授業では、実際の出題実績の多い最頻出分野の

問題から繰り返し解いていく作業を中心とします。各授業の最後に行う確認テストは、皆さんの学習の形成
的評価となるものですから、確実に全問が正解できることを目標とするとともに、間違えた問題は必ず徹底
して見直すことで、同じ間違いを二度と繰り返さないことが重要です。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
（３年の養成演習Ⅰの時に購入した問題集を使用します。３年次に養成演習Ⅰを履修していなかった者は、

事前に購入して授業に臨むこと。『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規）） 
「大学作成の授業内配付テキスト」 
『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ 2020』（中央法規） 

【参考書】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2020』(中央法規) 
『精神保健福祉士受験ワークブック 専門科目編 2020』（中央法規） 
『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規） 

『精神保健福祉士国家試験模擬問題集＜専門科目＞2020』（中央法規） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかにかかってい

ます。本講義を受講する学生は、1問 1問真剣に取り組んでください。授業の内容や進行順は変更することが

あります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス(試験の概要・傾向等) 

【人体の構造と機能及び疾病】【心理学理論と心理的支

援】 

事前学習 3 年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】【保健医

療サービス】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 【権利擁護と成年後見制度】【現代社会と福祉①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 【現代社会と福祉②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 【社会理論と社会システム】【福祉行財政と福祉計画】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 【社会保障】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【地域福祉の理論と方法②】【低所得者に対する支援と

生活保護制度】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【精神疾患とその治療】 
事前学習 ここまで授業で取り上げた共通科目の総復習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと見直す 



 

 

第９回 【精神保健の課題と支援】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 【精神保健福祉相談援助の基盤】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【精神保健福祉に関する制度とサービス】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【精神障害者の生活支援システム】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

課題研究 1 

共通科目の確認テストを自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出時期：夏期休講後最初の授業開始時に提出する。 

事後学習：満点が取れるように再度確認する。 

課題研究 2 

「基盤」「理論と展開」の事例問題における事例問題文、解説の中で、重要な箇所やポイントとなる一文等をまとめる。 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 13 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を再度復習する。 

期末試験（実力確認テスト）（専門科目） 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
精神保健福祉士養成演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号  

２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

 

 

７．講義概要 

精神保健福祉士の資格を得て、熱意をもって国民の精神保健福祉の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄

与し、精神障害者の社会的復権のために活躍するためには、まずは精神保健福祉士の国家試験に合格するこ
とが欠かせません。すでに履修している精神保健福祉士養成演習Ⅰにおける学習を基盤として、この講義で
はより実践的な演習を行っていきます。今まで学んできた学習内容を、出題が多く見られる分野を中心に徹

底した問題演習を行っていきます。試験に合格するために必要となる知識を確実に記憶に定着させるととも
に、近年の出題傾向を把握した上で、新しい問題にも対応できる実力を身につけられる講義を行います。 
また、全国統一模擬試験を受験することで試験の雰囲気に慣れるとともに、解答した問題については、そ

の後の授業の中でも振り返りをしていきます。 

８．学習目標 

精神保健福祉士の国家試験に合格するためには、次の二つの基準を満たすことが必要になります。 
(Ⅰ)問題の総得点の６割程度以上の得点があること。 

(Ⅱ)受験で課されるすべての科目において得点があること（一科目でも0点を取ると不合格となる）。 
 これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を満遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基
礎的問題の演習を徹底して行います。特にこの養成演習Ⅱの授業では、実際の出題実績の多い最頻出分野の

問題から繰り返し解いていく作業を中心とします。各授業の最後に行う確認テストは、皆さんの学習の形成
的評価となるものですから、確実に全問が正解できることを目標とするとともに、間違えた問題は必ず徹底
して見直すことで、同じ間違いを二度と繰り返さないことが重要です。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・対策講座、夏期講習への出席 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
（３年の養成演習Ⅰの時に購入した問題集を使用します。３年次に養成演習Ⅰを履修していなかった者は、

事前に購入して授業に臨むこと。『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規）） 
「大学作成の授業内配付テキスト」 
『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ 2020』（中央法規） 

【参考書】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2020』(中央法規) 
『精神保健福祉士受験ワークブック 専門科目編 2020』（中央法規） 
『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規） 

『精神保健福祉士国家試験模擬問題集＜専門科目＞2020』（中央法規） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかかかっていま

す。本講義を受講する学生は、試験に絶対に受かるという決意をもって、１問１問真剣に取り組んでくださ

い。授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（春期）(試験の概要・傾向等) 

【人体の構造と機能及び疾病①】【心理学理論と心理的

支援①】 

事前学習 ３年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度①】【保健

医療サービス①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 
【権利擁護と成年後見制度①】【社会理論と社会システ

ム①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第４回 【現代社会と福祉①】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 【福祉行財政と福祉計画①】【社会保障①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度①】【精神疾患

とその治療①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【精神保健の課題と支援①】【精神保健福祉相談援助の

基盤①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開①】 
事前学習 ここまで授業で取り上げた共通科目の総復習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 



 

 

第９回 
【精神保健福祉に関する制度とサービス②】【精神障害

者の生活支援システム①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 
【人体の構造と機能及び疾病②】【心理学理論と心理的

支援②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度②】【保健

医療サービス②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 
【権利擁護と成年後見制度②】【社会理論と社会システ

ム②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【現代社会と福祉②】【地域福祉の理論と方法③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１４回 
【地域福祉の理論と方法④】【福祉行財政と福祉計画

②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１５回 
【社会保障②】【低所得者に対する支援と生活保護制度

②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１６回 【共通科目復習模試】【精神疾患とその治療②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１７回 【精神疾患とその治療③】【精神保健の課題と支援②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１８回 
【精神保健福祉相談援助の基盤②】【精神保健福祉の理

論と相談援助の展開③】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１９回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開④】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２０回 【精神保健福祉に関する制度とサービス②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２１回 
【精神障害者の生活支援システム②】【専門科目復習模

試】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２２回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２３回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２４回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２５回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２６回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２７回 総復習 
事前学習 ここまで授業で取り上げた問題を総復習する 

事後学習 ポイントの総復習を行う。 

第２８回 総復習 

事前学習 今まで苦手とした問題をしっかりと見直す 

事後学習 体調を万全な状態にするため睡眠時間を確保 

事後学習 最後まで、合格を信じて本試に臨むこと 

期末試験(実力確認テスト)（共通・専門科目）：第１５回授業終了後の春期期末試験週間に実施 

課題研究

１ 

「基盤」「理論と展開」の事例問題における事例問題文、解説の中で、重要な箇所やポイントとなる一文等をまとめる。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：夏期休講後最初の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を復習する。 

課題研究 

2 

第 21 回の問題をもう一度自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 9 回授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末試験に向けて、再度復習をする。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生物学 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1343 

GELA1322 
２．授業担当教員 成田 成 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本授業では、①地球上に初めて誕生した生物はどのような生命体であったのか、②生物はどのように進化

してきたのか、③現存する生物は環境に対してどのように適応しているのか、④生物の構成単位である細胞

の核には、どのようなものがあるのか、⑤染色体や遺伝子の働きは何か、⑥ホメオスタシス（恒常性）を維

持するために、神経やホルモンはどのように働いているのか、⑦発生はどのように進んでいくのか、⑧炭酸

同化作用の意義はどのようなところにあるのか、⑨細胞の老化は何故起こるのか、⑩老化を抑制して健康的

に長生きするためにはどうすればよいのかなどについて、資料やワークシートを用い、ディスカッションや

発表などを取り入れながら、双方向対話型の授業を行っていく。 

８．学習目標 

 本講義では、①生物の体内の仕組みや働きに興味や関心を持つこと、②生物学的な知識を幅広く持てるよ

うになること、③命の大切さを十分に理解できるようになること、を学習目標としている。また、これらの

学習目標の達成が、保育、教育、福祉、心理などの専門科目への橋渡しにすることを達成目標とし、本講義

で学んだことを社会へ出てからも様々な分野で応用できるようになることを究極の目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：本授業に参加して興味を持ったことについて、自分でテーマを決めて、1,000字程度で 
論述してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】東京福祉大学編『社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①生物の体内の仕組みや働きに興味や関心を持つことができたか 

②生物学的な知識を幅広く身に付けられたか、③命の大切さを十分に理解できたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、

早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、生物に関心を持っていただきたい。また、地球上に誕生した緑色植物の存在意義が大き
いことや、我々が引き起こした人工的な環境破壊によって、地球の環境が多くの生物にとって危機的状況に
なっていることを理解してほしい。さらには、細胞の老化に関する知識を超高齢社会で応用できるようにな
っていただければ幸いである。 

13．オフィスアワー 
時間：オリエンテーションで連絡 
場所：伊勢崎キャンパス４号館１階 120研究室 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
（授業の進め方、心得など） 
生命の誕生 
（地球上に誕生した最初の生命体） 

事前学習 生命の誕生について予習してくる。 

事後学習 
生命がどのように誕生したのかについてま

とめる。 

第２回 
生物の進化 
（生物はどのように進化してきたのか） 

事前学習 
生物の進化について、自分なりの考えを持っ
て参加すること。 

事後学習 
学習参考例やワークシートをもとに、要点を

復習する。 

第３回 
細胞の核 
（さまざまな細胞の核とその役割） 

事前学習 細胞の核とは何かを予習してくる。 

事後学習 
細胞の種類によって、核の数や形に違いがあ

ることを確認する。 

第４回 
染色体と遺伝子 
（両者の違いと働き） 

事前学習 
細胞の染色体および遺伝子について調べて
くる。 

事後学習 
細胞の核、染色体、遺伝子の関係について再

確認する。 

第５回 
神経の働き 
（交感神経と副交感神経） 

事前学習 交感神経と副交感神経について調べてくる。 

事後学習 
両者がどのような時に働くのかについて、ま

とめてみる。 

第６回 
ホルモンの働き 
（体温調節や血糖値の調節） 

事前学習 ホルモンとは何かについて調べてくる。 

事後学習 
ホルモンが体温や血糖値を調節する具体例

をまとめてみる。 

第７回 
発生 
（受精から個体が完成するまで） 

事前学習 発生とは何かについて調べてくる。 

事後学習 
発生について、学習参考例をもとにまとめて

みる。 

第８回 
再生 
（従来の再生から再生医療まで） 

事前学習 再生とは何かについて調べてくる。 

事後学習 
再生について、学習参考例をもとにまとめて

みる。 

第９回 
炭酸同化作用 
（光合成と化学合成） 

事前学習 炭酸同化とは何かについて調べてくる。 

事後学習 炭酸同化作用の重要性について再確認する。 

  



 

 

第１０回 
顕微鏡観察 
（顕微鏡の使い方と標本の観察） 

事前学習 
顕微鏡の使い方と標本の観察の仕方につい
て調べてくる。 

事後学習 重要なポイントについてまとめておく。 

第１１回 
卵子の老化（卵子も年をとる話） 
生物学の応用（超高齢社会を乗り切るには） 

事前学習 老化とは何かについて調べてくる。 

事後学習 
卵子の老化現象その原因や、老化予防する方

法について理解する。 

第１２回 生命の誕生から死に至るまで 

事前学習 生命の誕生から老化について勉強してくる。 

事後学習 
生命の誕生や死にも遺伝子が関係している

ことを理解する。 

第１３回 
レポート 
（本授業に参加して興味を持ったことについて） 

事前学習 
授業で興味を持ったことについてレポート
の原案を考えておく。 

事後学習 
作成したレポートについて、要点を再確認す

る。 

課題研究

１ 

課題レポート：「生物の環境への適応」について、生物の進化が適応とどのような関係にあるのかを踏まえた上で、1000
字程度のレポート（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 
実施時期：第２回の授業終了後に実施する。 
提出期限：第３回の授業開始時に教員へ課題レポートを提出する。 
事後学習：返却されたレポートについて、添削指導の内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究

２ 

課題レポート：「光合成が生物界にもたらす影響」について、さまざまな具体例を挙げながら、1000 字程度のレポート

（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施時期：第９回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に教員へ提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて、添削指導の内容を確認し、学んだことについて復習する。 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　生体科学研究所での病理室長としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 生理学 （4 単位） 

３．科目番号 GELA2322 

２．授業担当教員 澤田 晋一 

４．授業形態 
講義、ディスカッション、ならびに意見発表。生理学に関する簡単

な実験。 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

医療分野の多極化がすすみ、数多くの co-medical の新しい職種が誕生している。人体に関係のある仕事に

携わる人々にとって人体生理学は大変大切である。職場の労働者の健康管理や快適な職場環境づくりを行う

ための衛生管理者や福祉専門職・心理専門職にとって、この生理学は欠かすことのできない科目であるが、

難解な科目でもある。しかし、まず、人体の全般にわたって理解を深め、その上で、専門的な知識を習得し

ていくことが大切である。 

本科目では、人体各部の組織、器官・器官系それぞれの生理機能を理解し、それらが統合された個体として

の人体活動について、疾病とも関連させて学ぶ。 

８．学習目標 

学生には下記について学び、説明できるようになることが期待される。 

１．人体各部の組織・器官・器官系の名称とその位置を確認する。 

２．生体内の諸組織・器官の機能について理解できるようになる。 

３．生体内の諸組織・器官の神経系による調節について理解できるようになる。 

４．生体内の諸組織・器官の内分泌系による調節について理解できるようになる。 

５．神経系・免疫系・自律神経系を介する生体防御について理解できるようになる。 

６．生体機能を健康的に維持する方法について理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容の復習のために、適宜提出物を求める。 

２．レポート課題：もっとも関心を持った器官系につき、生理機能をまとめる。 

（A4版、横書き、1,200～1,500字） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】石川隆（監修）『生理学の基本がわかる事典』西東社 

【参考書】奈良信雄（監修）『人体のしくみと病気がわかる事典』西東社 

澤口彰子他(著)『人体のしくみとはたらき』朝倉書店。 

ニュートン編集委員会（編）『人体を支配するしくみ』ニュートンムック。 

彼末一之、能勢博（編）『やさしい生理学 改訂第 7版』南江堂 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．人体の組織・器官・器官系の機能をふまえて、生体丸ごとの活動について理解しているか。 

 ２．生理学と医学の他分野と関連づけて理解できているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加度（授業ごとのレポート、発言） 40％ 

 ２．課題レポート・発表                30％ 

 ３．期末試験                     30％ 

上記のほかに、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位習得の条件であることも考慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．レポートは、簡潔かつ要点を掘り下げたものを求めます。 

３．解りやすい口頭発表の仕方を覚えてください。 

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

５．予習・復習を十分行ってください。 

６．関連図書をたくさん読んでください。 

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

８．授業時間の開始は厳守します。 

９．授業中の私語、携帯電話の使用を禁止します。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション（生理学とは何か、ホメオスタシス

とは、成長・発達と老化） 

事前学習 
「生理学」用の学習ノートを準備し、授業に臨

む意識を高める。 

事後学習 生理学の概要をまとめる。 

第２回 細胞（構造、機能） 
事前学習 

教科書・参考書で細胞の大きさ、細胞内小器官

について調べておく。 

事後学習 細胞内小器官の機能についてまとめる。 

第３回 体液（組成、恒常性の調節） 

事前学習 
教科書・参考書で体液量の割合について調べて

おく。 

事後学習 
細胞内液、細胞外液の組成、水分調節、脱水症
状についてまとめる。 

  



 

 

 

第４回 血液（役割、組成、血液凝固と線溶） 

事前学習 
教科書・参考書で血液の成分（血球成分・血漿

成分）について調べておく。 

事後学習 
血液の機能、代表的な血液疾患についてまとめ
る。 

第５回 循環①（心臓の機能調節、心臓の異常） 

事前学習 
教科書・参考書で心臓の位置、構造について調

べておく。 

事後学習 
心臓機能の調節機序と代表的な心機能障害につ

いてまとめる。 

第６回 循環②（血管系と機能調節、血管系の異常、リンパ系） 

事前学習 
教科書・参考書で血管系・リンパ系の構造につ

いて覚えておく。 

事後学習 
血圧調節の機序、高血圧症の主要原因について

まとめる。 

第７回 呼吸①（呼吸器の構造と機能調節） 
事前学習 

教科書・参考書で気道・肺の構造について調べ

ておく。 

事後学習 呼吸の調節機構についてまとめる。 

第８回 呼吸②（ガス交換、呼吸器系の異常） 

事前学習 
教科書・参考書で吸気・呼気中のガス成分につ

いて調べておく。 

事後学習 
血中酸素分圧の測定結果を踏まえて、呼吸器系
機能についてまとめる。 

第９回 消化①（消化器系の構造と機能調節） 
事前学習 教科書で消化器系の位置・構造を調べておく。 

事後学習 呼吸器系運動の調節についてまとめる。 

第１０回 消化②（消化、吸収、消化管ホルモン） 

事前学習 
教科書で消化・吸収の意味、消化酵素の機能に

ついて調べておく。 

事後学習 
消化運動に関与するホルモンについてまとめ
る。 

第１１回 栄養と代謝（栄養素、中間代謝、エネルギー所要量） 

事前学習 
教科書で 5 大栄養素と機能について調べてお

く。 

事後学習 
空腹時・満腹時のエネルギー代謝についてまと
める。 

第１２回 
体温（体温の生理的変動、熱産生、熱放散、行動性体温

調節と発熱） 

事前学習 
配布資料で体温調節について調べておくととも

に、体温を様々な部位、時刻で測定しておく。 

事後学習 体温の調節機構、発熱・解熱の機序をまとめる。 

第１３回 
腎・泌尿器（腎臓の機能、糸球体ろ過、尿細管再吸収、

体内の水分平衡） 

事前学習 教科書で腎臓の構造を調べておく。 

事後学習 尿形成の機序と腎臓障害についてまとめる。 

第１４回 
骨とカルシウム代謝（構造、骨吸収･再形成、骨代謝と

ホルモン、骨粗鬆症） 

事前学習 教科書で骨の構造を調べておく。 

事後学習 
骨形成・骨吸収の機序と、関連する器官・ホル
モンについてまとめる。 

第１５回 
内分泌系①（内分泌腺とホルモン、ホルモン分泌調節機

序） 

事前学習 教科書で内分泌器官について調べておく。 

事後学習 
内分泌の刺激機構、フィードバックによる抑制
機構についてまとめる。 

第１６回 
内分泌系②（成長ホルモン、甲状腺ホルモン、下垂体後

葉ホルモン） 

事前学習 
教科書で視床下部－下垂体系のホルモン分泌過

程を調べておく。 

事後学習 ホルモンの生理的効果についてまとめる。 

第１７回 
内分泌系③（副腎皮質ホルモン、性ホルモン、膵臓ホル

モン） 

事前学習 
教科書で関係するホルモンについて調べてお

く。 

事後学習 ホルモン分泌の過剰・過小の影響をまとめる。 

第１８回 内分泌系④（ストレスと内分泌系の変化） 

事前学習 
事前配布資料を読んで、ストレスの生理機能へ

の影響について調べておく。 

事後学習 
ストレスに起因する各種疾患について、内分泌
と免疫機構との関連を含めてまとめる。 

第１９回 生殖（性分化、二次性徴、性周期、受精・分娩） 

事前学習 
教科書で受精、胎児の成長、分娩の過程を調べ

ておく。 

事後学習 
性分化、二次性徴と性ホルモンとの関連をまと
める。 

第２０回 神経系①（神経細胞の形態、活動電位、神経伝導・伝達） 

事前学習 教科書で神経細胞の特徴を把握しておく。 

事後学習 
神経伝導・神経伝達の機序、その速度について

まとめる。 

第２１回 神経②（自律神経系、運動神経系、感覚神経系） 
事前学習 

教科書で末梢神経系（遠心性、救心性）の特徴

を調べておく。 

事後学習 末梢神経系の障害に伴う各種症状をまとめる。 

第２２回 神経③（中枢神経系：大脳新皮質、辺縁系） 

事前学習 教科書で脳・脊髄の構造を調べておく。 

事後学習 
大脳の機能分化から、それらの障害に伴う症状
をまとめる。 

  



 

 

第２３回 筋肉①（骨格筋：筋収縮の機序、運動の神経支配） 

事前学習 
教科書で横紋筋（骨格筋）と平滑筋（内臓筋）

の特徴を把握しておく。 

事後学習 
骨格筋の収縮機序と筋肉疲労についてまとめ
る。 

第２４回 筋肉②（平滑筋、心筋） 

事前学習 教科書で平滑筋と心筋の特徴を調べておく。 

事後学習 
平滑筋・心筋の収縮と自律神経機構についてま
とめる。 

第２５回 感覚①（感覚の種類、感覚受容器と伝導、体性感覚） 
事前学習 

教科書で五感とは何か、感覚刺激の感受、伝導・

伝達と脳機能について調べておく。 

事後学習 体性感覚の種類と感度についてまとめる。 

第２６回 感覚②（特殊感覚） 

事前学習 
教科書で特殊感覚の感覚受容部位を把握してお

く。 

事後学習 
特殊感覚（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚）
の特徴とそれらの障害についてまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回から第 8回で学んだ内容の中で最も興味をもった生理機能について、興味をもった理由を述べ、

必要に応じて時事問題や身近な体験、医学の他の分野と関連付けて自身の考えるところを論述しなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 
実施時期：第 8回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導とディスカッションを第 12回目の授業終了後に教室で行う。 
事後学習：レポート作成、添削指導、ディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 9回から第 14回で学んだ内容の中で最も興味をもった生理機能について、興味をもった理由を述べ、
必要に応じて時事問題や身近な体験、医学の他の分野と関連付けて自身の考えるところを論述しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 
実施時期：第 14回の授業後に実施する。 
提出期限：第 15回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導とディスカッションを第 18回目の授業終了後に教室で行う。 
事後学習：レポート作成、添削指導、ディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

課題研究

3 

課題研究テーマ：第 15回から第 19回の講義内容の中で最も興味をもった生理機能について、興味をもった理由を述べ、

必要に応じて時事問題や身近な体験、医学の他の分野と関連付けて自身の考えるところを論述しなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 
実施時期：第 19回の授業後に実施する。 

提出期限：第 21回の授業開始時に提出する。 
提出後、添削指導とディスカッションを第 24回目の授業終了後に教室で行う。 
事後学習：レポート作成、添削指導、ディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第 20回から第 26回の講義内容の中で最も興味をもった生理機能について、興味をもった理由を述べ、
必要に応じて時事問題や身近な体験、医学の他の分野と関連付けて自身の考えるところを論述しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 
実施時期：第 22回の授業後に実施する。 
提出期限：第 23回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導とディスカッションを第 26回目の授業終了後に教室で行う。 
事後学習：レポート作成、添削指導、ディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 専門演習 （2 単位） 

３．科目番号 EDOT4198 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
３年間履修してきたことを基礎として、選択することが望ましい。 

７．講義概要 授業の概要は、各教員がすでに示している内容による。 

８．学習目標 
最終学年としてこれまでの授業や実習等で学んだことをもとに、各自が理論的あるいは実践的な課題を設定

して担当教員の指導も受けながら自主的、主体的に取り組みその成果をまとめる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 各担当教員による。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 各担当教員の指示による。 

【参考書】 各担当教員の指示による。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 
 各担当教員が示す。 

12．受講生への 

メッセージ 
 最終学年として大学生活を締めくくることを自覚して授業に取り組むこと。 

13．オフィスアワー 各担当教員が設定する。 

14．授業展開及び授業内容 

０１ 阿部 裕子 

本演習では、教育現場で生じている様々な問題について、「比較教育学」の視点から分析・検討を行う。演習の前半では文献研究

を通して、「比較教育学」が取り上げてきた諸問題やその視座について学び理解を深める。演習の後半は受講生それぞれが興味関心

のある題材を取り上げ、調査・研究を行い発表する。発表された各題材は受講生全員による討議によりさらに深く掘り下げ考察され

る。最後に各人が取り組んだ比較教育学的分析をレポートにまとめることで、受講生それぞれが教育にまつわる諸問題をより深く理

解し、またそれを発信できる力を育むことを本演習の目的とする。 

本演習においては、受講生の能動的参加が求められる。授業形態は講義ではなく、受講生の自主的活動が前提となっている。具体的

には、文献研究では、指定された課題を予め完了した上で演習に参加し、演習ではグループ討議及び全体討議に積極的に参加するこ

とが強く望まれる。 

これまでに経験した「教育」現場、例えば自らの学校教育体験、教育実習、アルバイトやボランティア、家庭や地域において感じ

てきた諸問題について、より深く分析し理解しようとする意欲が求められる。 

０２ 池田 芳和 

義務教育教員にとって、地表面上に生起する諸事象を把握し、その状況を人々との生活との関連において考察する方法を身に付け、

授業の質的な向上を図ることは、重要である。本演習では、社会科教育に興味関心を抱く学生とともに、望ましい地理的学習を展開

できる学びの追究を行う。 

０３ 石垣 久美子 

本演習は、深刻化する児童生徒の心身の健康問題や、養護教諭の職務に関する文献研究を通し、養護教諭としての教育実践に役立

つ具体的提言を導き出すことを目標とする。各自関心のある課題を設定し、関連研究論文等を調べ、考察したことを１５分程度にま

とめて発表する。持ち寄った話題については受講者全員でディスカッションを行い、各自の見識を深めていく。発表は一人当たり２

回を予定している。なお受講者は、養護教諭免許状取得予定者であることが望ましい。 

０４ 臼井 和恵 

私の専門は「家族関係学」です。家族関係には、夫婦関係 ・ 親子関係 ・ きょうだい関係 ・ 嫁姑関係などがあります。家族関

係はあたたかい「きずな・絆」であると同時に、重たく逃げだしたいような「しがらみ」でもあります。家族関係のいろいろを示す

文献や視聴覚資料をもとに、家族関係についてともに考え、意見を述べ合いましょう。結びには、みなさんが生きることと家族との

関係について、まとめレポートを作成していただきたいと思います。 

生きている、生きていくことについて、ここでじっくり考えてみたい学生さんの受講を希望いたします。 

０５ 大上 忠幸 

現在、日本は外国にルーツのある子どもが増加している。2019 年、公立の小中・高校に在籍する日本語指導の必要な児童生徒数

は 5 万人を突破した（文科省発表）。各教育現場において、このような子どもたちの日本語指導や教科指導の方法が様々、模索され

ているが、まだ確立されたものがない状況である。 

本演習では、日本の小中・高校における外国にルーツのある子どもたち現状や課題を調査し、その解決法を探ることを目的とする。

具体的には受講生が興味関心を持ったテーマを掘り下げる（受講生がグループワーク等で調べ発表する）、あるいは、教員が関わっ

ている（主に中国語母語の児童生徒の）教育現場の見学を行ない、課題や問題点を浮き彫りにし、その上で実際の教育で役立てられ

るもの（例えば、使用できる教材等）を考案していく。 

上記のような外国にルーツのある子どもたちの問題に関心のある学生や、将来、教育の現場で積極的に外国にルーツのある児童生

徒に関わろうと考える学生の参加を歓迎する。 

０６ 面川 幸子 

養護教諭の職務の特色や保健室機能を十分に活かし、児童生徒の様々な訴えに対して、常に心的な要因や背景を念頭に置いて、心

身の観察、問題の背景分析、解決のための支援、関係者との連携など、心と体の両面への対応を行うことや学校保健活動の推進に当

たって中核な役割を果たし、現代的な健康課題の解決に向けて重要な責務を担っている。これらの役割をふまえ、救急処置、健康診



 

 

 

断、疾病予防等の保健管理、保健教育、健康相談活動、保健室経営、保健組織活動などがある。また、健康課題の対応にあたり、コ

ーディネーターの役割もあり、チーム学校においての役割も大きい。学校におけるすべての教育活動を通して、児童生徒等の支援を

行う専門的な教育職であり、重要となる養護教諭である。 

このことから、養護教諭としての教育実践に役立つ、関心のある課題を具体的に各自設定し、研究構想を立て、関係論文や書籍等

の文献研究し、考察をまとめ、発表する。また、場面等を含めた実践を取り入れる場合もある。発表を通して、ディスカッションを

行い、養護教諭像を深めていく。 

なお、受講者は養護教諭免許取得予定者であることが望ましい。 

０７ 片岡 浩 

【内容】 

専門工房において金属工芸（彫金）実習に取り組み、銀製ジュエリーの制作を本格的に行う。 

【目標】 

専門的内容に取り組むことで、「安全への配慮、材料と技法および道具の扱い」等を体験し、図画工作指導に於けるそれらの意識を

高めることを目的とする。 

【受講条件】 

「図画工作指導法」を受講したことのある学生の受講が望ましい。 

材料費として千円徴収します。受講者は２人一組となり集中講義形式で行う。１回の授業には２人一組のみが参加し、１年間の中で

グループごとに順番に実習を行う。基本的には土曜日に３～４コマずつ実施するが、日程・曜日が合わない場合は相談可能。１５コ

マ～３０コマ相当の実習内容。 

０８ 越野 香子 

本演習では、「多文化共生と社会」について考察し理解を深めることを目的とする。近年日本では、国籍、出自、障がいの有無、

性的指向、人種、民族、宗教などにおいて様々な背景を持つ人々が共存していることが分かっている。多様性が複雑化するグローバ

ル化の時代では、対話を通して相互理解、寛容、尊重を育む姿勢が今後ますます重要となってきており、教員としても多様なニーズ

に応えられることが求められている。このような傾向が高まる中、文部科学省ではこれまで、異なる文化や背景を持つ人々と共に生

きていく資質や能力の育成を図ることを今後の教育の在り方として提言している。多様なニーズを理解し、尊重し、協調性をもって

共存していくことは可能なのか。またそのような相互承認にもとづいた社会形成は可能なのか。本演習ではこれらの誘導的質問をも

とに、社会が多様化する過程で起こるすれ違いや摩擦の事例を通して、教員としてまた一個人としてこれらの課題にどのように向き

合っていくのかを考えていく。 

０９ 坂井 二郎 

本専門演習では、「コミュニケーション能力」の理論と実践について学んでいく。具体的には、コミュニケーションを形成してい

る諸要因についてまず考えコミュニケーションのモデルについて学ぶ。次に既習した内容を基に、グループワーク、発表などを通し

実践的コミュニケーション能力の育成を図る。そして最後に授業で学び育成した「コミュニケーション能力」に関するレポートを作

成する。以上の流れで、コミュニケーション能力の基本的知見を育み、参加者の目的に応じたコミュニケーション能力の育成を本専

門演習では主な目的とする。 

授業では、前週に次週の課題を提示し、参加者はその課題を完了し授業に参加することを前提とする。また、授業は講義の部分も

あるが、基本的にはグループワーク、グループ討議、全体討議に重きを置き、学生が自主的参加をすることが強く望まれる。そして

毎回の授業では、コミュニケーションの実践（個人・グループ発表等）を何らかの形で組み込み参加者の実践的コミュニケーション

能力育成に努めることとする。 

１０ 坂本 史生 

本演習は、「あそび」をキーワードに「まなび」への考えや理解を深めることを目的としています。 

関連論文や書籍等の文献研究、「あそび」の理論を取り入れた実践計画を各人が立て、実際にあそびの実践を行うことなどを通し

て、「あそび」とは何かについて考えを深めるとともに、教育における「あそび」の意義について考察します。特に「あそび」の視

点から「まなび」を捉え直すことで、「まなび」の質を高めることに視点を置いて進めていきたいと考えています。 

特に体育科や生活科を中心として「子ども主体の授業づくり」や「子どもの興味関心に基づくまなび」などに課題意識がある学生

及び教員免許を取得予定または子どもとかかわることに関心が高く、様々な活動に意欲的に取り組むことができる学生を希望しま

す。（あそびの実践などの際には集中講義とする場合もあります。） 

１１ 篠 大輔 

本演習では現代の倫理的諸課題（命の尊厳・代理出産・安楽死等）について検討し、自らの価値観を見つめ直すことを通して、受

講生の思考力・判断力の育成を目指していきたい。 

価値観の多様化した現代社会では何が正しくて、何が間違っているのかを決める判断基準は各個人に委ねられるケースが増加して

きている。そのため様々な立場の意見が認められる一方で、何が正しいのかを容易には判断できない事例も生じている。こうした困

難は教育の現場でも見受けられる。教師を目指す上で自分の価値観を深く洞察し、己の思考力・判断力を磨くことの重要性は増して

きていると言えよう。 

演習の前半では、特定の倫理的課題に対して、賛成派と反対派に分かれてディスカッションを行う授業を実施する。演習の後半で

は、受講生は授業で取り上げた倫理的課題の中から１つ選び、それについて調査・研究を行い、１人 15 分程度のプレゼンテーショ

ンを行う。意欲的に課題に取り組む学生の参加を希望する。 

１２ 鈴木 路子 

（目標と内容）：環境教育の教材開発につながる実験調査研究又は文献研究を行う。 

（教育基本法第 2条（教育の目標））四・五を目標に児童観察と日々の暮らしを見つめる環境教育の実践試案を作成する。 

 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態

度を養うこと。 

現在：東京都文京区根津と群馬県山間部利根郡日之影南郷の空気（浮遊粒子状物質）・温熱条件を継続して調査しております。学校・



 

 

家庭・地域住民等の相互の連携協力による新たな環境教育の教材開発を一緒にやってゆきませんか？ 

受講条件：生命を尊び、自然を大切にし、環境保全に寄与する力を育む教育の大切さを考え、実践できる学生 

上記の地域以外の各自の実習校、採用試験受験地域、生まれ育った地域（生育地）の児童生徒、幼児、教職員の健康や安全、留学生

には、自国の地域に焦点を当てて、調べ、考え、対話し、新たな課題を発見、解決していければと考えます。（前期は、必修単位、

後期は自主ゼミで、年間を通して行います） 

１４ 鈴村 邦夫 

本講座では、「特別の教科 道徳」について、学校における道徳教育の在り方や内容、「特別の教科 道徳」授業展開に向けた基礎

的・基本的な内容を中心に学習する。心の教育を充実させることは、子どもにとって自己肯定感の育成はもとより、よりよい人間関

係を築くことや学習意欲の向上にもなる。前半の演習については、道徳科授業の進め方について、受講生の報告をもとに協議したり、

教員が助言を行ったりする。後半の演習では、主体的に自らの興味関心に応じて教材や指導方法を工夫し、自主的に発表や協議など

を行う。「特別の教科 道徳」を学ぶことは担任にとって、学級経営の質の向上につながるものである。受講者は、教員免許取得予

定者(校種等は問わず)であることが望ましい。 

１５ 丹 洋一 

本演習では、小学校における数学教育について扱います。前半は教員採用試験に向けた学習会を中心に行います。後半は、グルー

プ別による算数の教材研究を行います。 

前半の勉強会については、受講生が自主的に学び合いの学習会を行い、必要に応じて教員が援助・指導を行います。 

後半の教材研究については、小中学校を一貫した数学教育の教材や ICT を利用した教材など、受講生が興味を持つ題材を選んで研

究し、その成果を発表し合います。 

意欲的な学習を望みます。基本的な PC利用（ワード・Excel・パワーポイント・メールの添付）ができることは必須になります。 

１６ 中園 長新 

本演習は「小学校教員に必要な基礎知識の修得」と「情報教育・ICT活用」の独立した 2テーマで展開する。受講生は希望に応じ

て片方または両方のテーマを選択できる（初回授業で決定）。 

【Ａ．小学校教員に必要な基礎知識の修得】 

教職教養や教育時事について、文献講読や答申・報告等の精読を通して学び、これからの小学校教育の在り方について検討する。

知識定着のため、教員採用試験（教職教養）の問題演習を含む。誰でも受講可能だが、小学校教員を強く志望する学生を特に歓迎す

る。 

【Ｂ．情報教育・ICT活用】 

情報教育や ICT活用について、先進校における実践事例を収集・分析するとともに、これからの情報教育・ICT活用について独自

のテーマを設定して検討する。プログラミング教育や人工知能（AI）等、教育におけるトレンドについても扱う。希望進路等を問わ

ず誰でも受講を歓迎する。 

【両テーマ共通事項】 

前提知識は不要だが、自ら問題意識を持ち、主体的に取り組むことを求める。毎週の授業では、自分が調べたことや実施したこと

をレジュメ等にまとめ、相互発表してディスカッションを行う。 

さらに詳細を知りたい場合は担当教員までオフィスアワーやメール等で問い合わせること（受講しないが話だけ聞きたい、という

問合せも歓迎）。 

１７ 二村 泰弘 

本演習では、小学校における理科教育を広く扱う。前半は教員採用試験に向けた勉強会を中心に、後半はグループ別による理科の

教材研究を進める。勉強会については、受講生が自主的に学習を行い、質問がある場合など、必要に応じて教員が指導を行う。教材

研究については、小学校の単元から受講生が興味のある題材を選び、その成果を発表することで、研究力の習得・向上を図る。意欲

的な受講生を望む。受講生数は 15名前後を予定している。 

１８ 古田 高史 

本専門演習では、日本文学や日本文化、日本語学を対象として、受講生自身が具体的な研究テーマを設定し、先行研究を踏まえつ

つ、文献調査を行い、論文や授業案を作成することを目標とする。 

『万葉集』『源氏物語』など古典から、夏目漱石、芥川龍之介などの近代文学、そして、村上春樹をはじめとする現代文学まで様々

な作品があり、作品研究やオリジナルと受容の研究、比較研究や文化研究、翻訳研究など多様なアプローチが考えられる。 

授業では、各自が研究テーマとして選んだ具体的な作品について発表し、受講生同士で検討する。議論を重ねる中で、各自の論文

を仕上げていく。作品と真摯に向き合う姿勢の養成のため、発表者以外の学生も、発表者により、指定された範囲の作品については、

予め読んだ上で参加することが望ましい。 

本演習を通じて、それぞれの興味・関心から選んだ研究テーマを今後のキャリアにどのように活かしていくのかも考えていきたい。 

１９ 別府 結起 

本年度の専門演習は、TOEIC Listening対策演習とする。過去問題を使用し、実際の問題を解くことで中高等学校の英語教諭が

求められる 800点を目指す。また小学校及び特別支援学校の教諭を目指す学生、一般企業に就職希望の学生も英語力の維持・向上の

ために受講することは可。TOEIC の学習を通してリスニングを中心とし問題に含まれる文法も同時に学習して行く。読解の部分は

宿題として毎週進めて行く。受講条件として、英語コミュニケーションを履修したことのある学生の受講が望ましい。また、群馬県

太田市にあるぐんま国際アカデミー（初等・中高等学校）での校外視察の集中講義に必ず参加すること(必須)。必修であることを理

解していること。また受講期間中または受講後に TOEICを受験すること。受講後に TOEICの点を提出すること（必須）。 

    



 

 

１．科目名（単位数） 総合的な学習の時間の指導法（初等）（2 単位） 

３．科目番号 
SJMP2216 

EDTE2311 ２．授業担当教員 攪上 哲夫 

４．授業形態 講義、演習、討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

「総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、
実社会・実生活の課題をよりよく解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成を目指す」

学習であることを理解し、児童に指導できるようにするための探究学習に関する基礎的な知識・技能を身
に付けるとともに、学校において編成する指導計画や指導方法のあり方、考え方を習得し、実践できる資
質･能力を身に付けるようにする。 

８．学習目標 

1. 総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解する。 
2. 総合的な学習の時間の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎的な能力を身に

付ける。 
3. 総合的な学習の時間の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

【課題レポート】 

・次の①と②を課題レポートとする。 

① 第5回の講義までに学んだ内容に関するレポート（具体的課題については授業内に示す） 

② 指導計画・学習計画（模擬授業発表後） 

・ 振り返りシート・・毎回の講義終了後、講義によって何が解決され、何が解決されなかったのか、 

また、自分自身はどのような考えを持ったのかなどについてまとめ、講義終了の３日後までに提出する。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 総合的な学習の時間編』東洋館出版 
【参考書】 

文部科学省「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」教育出版社 
【参考資料】 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 
総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方、指導計画作成の考え方 
指導と評価の考え方などについて、説明できるとともに、実践上の留意点を身に付ける。 

○評定の方法 
各時間の学習記録･レポート ５０％、授業に臨む態度（発言･発表）３０％、日常の学習状況（出席・提
出物）２０％  

12．受講生への 

メッセージ 

 総合的な学習の時間は、新学習指導要領の意図が大きく反映されています。これからの子供たちを育て

ていく核となる存在です。授業づくりについて、新しい視点をもって学んでいきましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
・総合的な学習の時間の学習経験を基に、学
習からどのようなことを学び、身に付けたの
か，相互に発表し合い、総合的な学習の時間
の指導における、教員の役割を考える。 

事前学習 
シラバスを読んでおく。過去の｢総合的な学習の時間｣
の学習経験を思い出す。 

事後学習 
総合的な学習の時間の指導における教員の役割をまと
める。 

第２回 

総合的な学習の時間の意義 
・前時で考えた教員の役割が、総合的な学習
の時間の目的に照らして望ましいものにな
っているか，資料を調べ、グループで話し合
い、発表し合う。 

事前学習 今、求められる力について、参考書を基に考えてくる。 

事後学習 

総合的な学習の時間の指導で、実社会・実生活の課題
をよりよく解決し、自己の生き方を考えていくための
資質・能力の育成を目指す学習にすることについて、
考えをまとめる。 

第３回 

総合的な学習の時間の目標 
・総合的な学習の時間の意義を実現するため
に、どのような資質・能力を育成すれば良い
のかについて、資料を調べ、グループで話し
合い、考えを発表し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働か
せ、横断的・総合的な学習を行う学習であることを、
参考書を読み、まとめる。 

第４回 

教育課程において果たす役割 
・各教科で身に付けた力を活用して、実社会・
実生活の課題を探究する汎用的な資質･能力
を育てる学習として位置付いているか、資料
を基に調べ、どのように学習を進めればよい
のか話し合い、発表し合う。 

事前学習 
各教科で身に付ける見方・考え方と総合的な時間で身
に付ける資質・能力について、学習指導要領を基に調
べておく。 

事後学習 
各教科で身に付けた力を活用して、実社会・実生活の
課題を探究する汎用的な資質・能力を育てる学習であ
ることまとめる。 

第５回 

総合的な学習の時間で育てる資質・能力 
・総合的な学習の時間は、実生活や実社会の
課題を児童の探究能力に合わせ、課題解決を
図る学習であることを調べ、探究の学習過程
を身に付けさせるための能力や方策につい
て考え合い、発表する。 

事前学習 
各教科を越えて必要となる基礎的な能力とは何かにつ
いて教科書を読んでおく。 

事後学習 
探究過程で、必要な興味関心、学習意欲、追究の方法
などについて、学習結果を基にまとめる。 

  



 

 

第６回 

各学校が定める総合的な学習の目標 
・各学校の教育課程の目標をどのように実現
したら良いか、教育課程論で学んだカリキュ
ラム・マネジメントを想起させる資料を活用
し、総合的な学習にふさわしい目標設定がで
きるよう、グループで話し合い、目標作りを
行って、 
発表し合う。 

事前学習 
学校で総合的な学習の目標や内容を定める歳の考え方
について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
カリキュラム・マネジメントの考え方を復習し、目標
設定で話し合われたことについて整理しておく。 

第７回 

総合的な学習の時間の学習指導 
・総合的な学習の時間において、どのような
学習指導を行うことが求められているかに
ついて、教科書を調べ、主体的・対話的で深
い学びになるようにするにはどうしたらよ
いか話し合い、意見をまとめて発表し合う。 

事前学習 
総合的な学習の時間の学習指導について、教科書を読
んでおく。 

事後学習 

総合的な学習の時間の学習指導に必要な条件を整理
し、主体的・対話的で深い学びにするための話し合い
の結果 
をまとめる。 

第８回 

総合的な学習の時間の評価 
・教科書「探究学習の指導のポイント」をも
とに、学習の成果の取り上げ方をしらべ、
目標に準拠した評価規準をどのように考
えるかを話し合い、発表し合う。 

事前学習 
総合的な学習の時間の評価の在り方について，教科書
を読んでおく。 

事後学習 
探究学習の指導のポイントの中に評価の観点があるこ
とに気づき、目標に準拠した評価規準が作成できるよ
うに、話し合いを基にまとめる。 

第９回 

総合的な学習の指導計画の作成 
・総合的な学習の目標・内容を想起させ、内
容ごとにグループをつくり、課題追究のため
の指導計画を協働で作成する。 

事前学習 
指導計画作成に向けて、参考書をよんで、学習対象を
探しておく。 

事後学習 
自分のグループで追究しようとしている課題について
まとめておく。 

第１０回 

総合的な学習の時間の学習計画の作成 
・グループのメンバーが考えてきた指導内容
について話し合い、学習展開ができるまでに
高め，指導案に構成する。 

事前学習 
自分のグループで決めた内容を児童に追究させるため
の、教材や教具など、学習過程の組み立てを行ってお
く。 

事後学習 
話し合いでまとまった指導の仕方について各自まとめ
させる。 

第１１回 

指導計画の発表と模擬授業 
・各グループで作成した指導計画を発表する
と同時に、児童に投げかける課題について模
擬授業を行う。 

事前学習 
グループの指導計画について、全体の場で発表できる
ように資料作成を行う。 

事後学習 各グループの指導計画について，整理する。 

第１２回 

指導計画に見る具体事例について 
・各グループで作成した指導計画を発表する
と同時に、児童に投げかける課題について模
擬授業を行う。 
・各グループが提案した事例を基に、指導計
画作成の課題を話し合う。 

事前学習 具体事例の取扱について、各人評価しておく。 

事後学習 
主体的・対話的で深い学びを実現するような計画の作
成であったかについてまとめを行う。 

第１３回 

総合的な学習の時間の指導のポイント 
・１５回の学習から得られた知見について、
目標･内容の設定、探究活動のポイントなど、
視点ごとに振り返り、この学習のまとめを行
う。 

事前学習 学びの過程を振り返っておく。 

事後学習 
「総合的な学習の時間」の学習を通して、学んだこと
とこれからの課題についてレポートを書く。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、「総合的な学習の時間」の学習指導の主体的・対話的な学び

の実践例について調査し、考察しなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1400 字程度、）第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 1 回～第 8 回の講義内容を踏まえて、「総合的な学習の時間」の指導計画の実際を調査し、考察し

なさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1400 字程度）、第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅠ （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP2155 

SCMP2355 

SBMP2155 ２．授業担当教員 熊谷 大輔 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、歴史、理念、権利擁護の実際、相談援助に係る専門

職の概念と範囲及び倫理、ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義につい
て学ぶとともに、実践現場で活用するためのソーシャルワークの方法・技術を身に付ける。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

・社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理
解し説明できる。 
・相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

・相談援助の理念について理解し、説明できる。 
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 
・相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

講義回数の前半期及び後半期にそれぞれ1回ずつ（計2回）中間テストを課す。 

レポートの題目及び執筆規定については授業の中で指示する。 

主体的な学習によって理解を確実なものとし問題解決力を養うように努めること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座６ 相談援助の基盤と専門職』第 3 版 中央法
規出版、2015。 
【参考書】 

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

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

なる。 

2.筆記試験とレポート試験を行う。60％ 

○評定の方法 

1.社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理 

解し、説明できる。 

2.相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

3.相談援助の理念について理解し、説明できる。 

4.相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

5.相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

6.総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

履修者は社会福祉士になるための知識や技術の習得及び実践に向けた考え方の定着など、社会福祉士及び

社会福祉の専門職になるための基礎的科目であることを理解する。 

履修者には主体的な講義への参加を期待する。なお、これらすべての講義内容については授業の理解度や

進捗状況により学生への配慮を行う。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：授業内容と進め方について 

（シラバス／講義概要／試験及びレポート説明など） 

事前学習 事前にシラバスについて目を通しておく。 

事後学習 説明された内容について整理する。 

第２回 
社会福祉士の役割と意義①：社会福祉士及び介護福祉士

法、社会福祉士の専門性について 

事前学習 教科書の第 1章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門性とは何かについて

個人の見解をまとめておく。 

第３回 
社会福祉士の役割と意義②：現代社会に求められる専門

職像と地域や家庭で起きていること 

事前学習 
新聞、その他資料により、現代の社会生活の

なかで抱える困難についてまとめる。 

事後学習 
講義の中で学んだ福祉的課題を整理した上

で専門職像を考察し、まとめる。 

第４回 
相談援助の定義と構成要素①：ソーシャルワークに係る

定義及び国際的定義について 

事前学習 教科書第 2章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだソーシャルワークの定義

について整理し、要点をまとめる。 

第５回 
相談援助の定義と構成要素②：ソーシャルワークの構成

要素と各種システムについて 

事前学習 教科書第 2章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ構成要素とシステムにつ

いて整理し、要点をまとめる。 

第６回 相談援助の定義と構成要素③：ソーシャルワーカーに求 事前学習 「知識」「スキル」「ものの捉え方」の３つに



 

 

められるもの（知識／スキル／ものの捉え方／その他） 分けた各グループにて情報収集をする。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職としての技術につ

いて要点をまとめる。 

第７回 
相談援助の形成過程①： 

ソーシャルワークの源流と基礎確立期について 

事前学習 教科書の第 3章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだソーシャルワークの基礎

確立期について整理し、要点をまとめる。 

第８回 
相談援助の形成過程②： 

ソーシャルワークの発展期について 

事前学習 教科書の第 4章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだソーシャルワークの発展

期について整理し、要点をまとめる。 

第９回 
相談援助の形成過程③： 

ソーシャルワークの展開期について 

事前学習 教科書の第 4章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだソーシャルワークの展開

期について整理し、要点をまとめる。 

第１０回 
相談援助の形成過程に関するまとめ： 

（ディスカッション） 

事前学習 
事前に与えられた「テーマ」について情報収

集をしておく。 

事後学習 
他者とのディスカッションを通して得たも

のをまとめる。 

第１１回 
相談援助の理念①：自己価値の理解 

（ソーシャルワーク実践と価値） 

事前学習 
現代社会の課題に関する資料を新聞、その他

資料より収集しておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職の価値について要

点をまとめる。 

第１２回 
相談援助の理念②：誰のための権利擁護か 

（ソーシャルワーク実践と権利擁護） 

事前学習 
成年後見制度に関する資料を新聞、その他資

料より収集しておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職が対峙する権利擁

護について要点をまとめる。 

第１３回 複数の事例による検討：専門性とものの見方 
事前学習 

事前に与えられた事例について関連する機

関及び職種等について理解を深めておく。 

事後学習 実施した事例検討内容をまとめておく。 

第１４回 これまでの振り返りと中間試験の実施 
事前学習 

第 2 回～第 15 回までの重要な項目について

整理する。 

事後学習 中間試験の内容について振り返る。 

第１５回 
専門職倫理と倫理的ジレンマ①：専門職という枠組み 

（専門職倫理の概念理解／倫理綱領と行動規範の理解） 

事前学習 教科書の第 7章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職倫理について整理

し、要点をまとめる。 

第１６回 
専門職倫理と倫理的ジレンマ②：専門職からの脱出 

（実践における倫理的ジレンマとその判断） 

事前学習 教科書の第 7章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職にみる倫理的ジレ

ンマについて整理し、要点をまとめる。 

第１７回 
総合的かつ包括的な相談援助の全体像①：何をするか 

（現代社会に求められる相談援助とその背景） 

事前学習 教科書の第 8章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ相談援助技術について整

理し、要点をまとめる。 

第１８回 
総合的かつ包括的な相談援助の全体像②：何を見るか 

（地域を基盤としたソーシャルワークの基本的視座） 

事前学習 教科書の第 8章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ基本的視座について整理

し、要点をまとめる。 

第１９回 

総合的かつ包括的な相談援助を支える理論①： 

（ケースワーク／グループワーク／コミュニティワーク

／ジェネラリストソーシャルワーク／その他） 

事前学習 教科書の第 9章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ相談援助技術の種類につ

いて整理し、要点をまとめる。 

第２０回 
総合的かつ包括的な相談援助を支える理論②： 

（システム思考とエコシステム） 

事前学習 教科書の第 9章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだシステム思考・エコシステ
ムについて整理し、要点をまとめる。 

第２１回 
総合的かつ包括的な相談援助を支える理論③： 

（ストレングス／パースペクティブ／マルチシステム） 

事前学習 教科書の第 9章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ各種理論を整理し、要点を
まとめる。 

第２２回 
相談援助に関連した専門職の概念と範囲①： 

（相談援助専門職の概念） 

事前学習 教科書の第 10章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ相談援助専門職の概念に
ついて考察した上で要点をまとめる。 

第２３回 
相談援助に関連した専門職の概念と範囲②： 

（相談援助専門職の範囲／諸外国の動向／その他） 

事前学習 教科書の第 10章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ諸外国の動向について整
理し、要点をまとめる。 

第２４回 
総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能①： 

（予防機能／ニーズ対応） 

事前学習 教科書の第 11章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ予防機能・ニーズ対応につ
いて整理し、要点をまとめる。 

第２５回 
総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能②： 

（社会資源の開発と活用） 

事前学習 教科書の第 11章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ社会資源の開発・活用につ
いて整理し、要点をまとめる。 

第２６回 これまでの振り返り 
事前学習 第 16回から第 25回までの項目を整理する。 

事後学習 中間試験内容を振り返る。 



 

 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえ「ソーシャルワークの目的」についてレポートにまとめる。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,000程度） 
実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

     質問等については随時受付、適宜指導する。 
提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 
事後学習：レポート作成をもとに学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7回～第 12回の講義内容を踏まえ「ソーシャルワークの形成過程」についてレポートにまとめる。 
実施時期：第 12回の授業後に実施する。 
     質問等については随時受付、適宜指導する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 
事後学習：レポート作成をもとに学んだことをまとめる。 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第 13回～第 18回の講義内容を踏まえ「専門職の倫理」についてレポートにまとめる。 
実施時期：第 18回の授業後に実施する。 
     質問等については随時受付、適宜指導する。 

提出期限：第 19回の授業開始時に提出する。 
事後学習：レポート作成をもとに学んだことをまとめる。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第 19回～第 24回の講義内容を踏まえ「ソーシャルワーカーの実践」についてレポートにまとめる。 

実施時期：第 24回授業後に実施する。 
     質問等については随時受付、適宜指導する。 
提出期限：第 25回授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成をもとに学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅠ （4 単位） 

３．科目番号 SSMP2155 

２．授業担当教員 田中 喜美子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
社会福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、歴史、理念、権利擁護の実際、相談援助に係る専門職

の概念と範囲及び倫理、ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義について学
ぶとともに、実践現場で活用するためのソーシャルワークの方法・技術を身に付ける。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 
・社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理解 
し説明できる。 

・相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 
・相談援助の理念について理解し、説明できる。 
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

・相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 
・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート・プリゼンテーション課題、作成方法・構成等の詳細については授業にて説明する。 

また、授業（教科書）の内容に関する確認テストを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座６ 相談援助の基盤と専門職』第 3 版 中央法規
出版,2015。 
【参考書】 

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

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

なる。 

2.筆記試験とレポート試験を行う。60％ 

○評定の方法 

1.社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理 

解し、説明できる。 

2.相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

3.相談援助の理念について理解し、説明できる。 

4.相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

5.相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

6.総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

は上記の目的のため、下記の事を守ることが期待されている。 

1.授業中はつねに集中力を保って受講すること。純粋に自主的・積極的な態度で授業に参加することを最も

評価する 

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

妨げとなるいかなる行為・発言・態度は、授業態度として減点の対象となる。 

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

を必ず指定された書面に記録しておき、教師に学期末にその書面を提出すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。名前がないと 0点にするしかないので注意する。 

5. 授業展開については、進捗状況・理解度にあわせ、順番等を変更する場合もある。 

6．ズーム等によるオンラインの授業をする場合もありうる。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（シラバス、講義概要、試験・レポート・プリゼンテ

ーションについての説明、グループ分け等） 

事前学習 
シラバスを持参する。事前に講義概要、シラ

バスについて目を通しておく。 

事後学習 
ソーシャルワークⅠのねらいについて講義

用ノートにまとめる。 

第２回 

「社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義」① 

(ソーシャルワーカーの仕事、法律、社会福祉士の専門

性、精神保健福祉士の専門性) 

事前学習 

社会福祉士、精神保健福祉士とは何か、その

実践内容について調べておくこと。教科書

pp.2～6を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉士、精神保健福祉士の法的位置づけ

についてノートにまとめる。 

  



 

 

第３回 

「社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義」② 

(現代社会とは、地域での生活、地域や家庭内で起きて

いること) 

事前学習 

最近の地域社会の問題について考え、その内

容についてノートに書き留めておくこと。教

科書 pp.7～12を読んでくること。 

事後学習 講義の要旨をノートにまとめる。 

第４回 

「社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義」③ 

(人々の人生とソーシャルワーカー、チームアプローチ

の必要性、ソーシャルワーク実践とその基盤となる知

識) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.11～17を読んでくるこ

と。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べノートにまとめる。 

第５回 

「相談援助の定義と構成要素」① 

(国際ソーシャルワーカー連盟の定義とその他の主だ

った定義) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し事前に教員に提出する。他の学生に

ついては教科書 pp.20～28 を読んでくるこ

と。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第６回 
「相談援助の定義と構成要素」② 

(クライエントシステムとニーズ) 

事前学習 
IFSWの定義を復習しておく。教科書 pp.29～

33を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第７回 
「相談援助の定義と構成要素」③ 

(ソーシャルワーカーの知識・性質・スキル、社会資源) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.33～41を読んでくるこ

と。 

事後学習 
相談援助の定義と構成要素についての小レ

ポートを作成する。 

第８回 
「相談援助の形成過程」① 

(ソーシャルワークの源流、基礎確立期～1930年代) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.44～59を読んでくるこ

と。 

事後学習 
COS, セツルメント、YMCA の実践についてノ

ートにまとめる。 

第９回 

「相談援助の形成過程」② 

(ソーシャルワークの発展期、1940 年代～1950 年代半

ば) 

事前学習 

ソーシャルワークの前史について復習して

おくこと。教科書 pp.62～68を読んでくるこ

と。 

事後学習 
リッチモンドのケースワーク、社会診断の考

え方について復習し、ノートにまとめる。 

第１０回 

「相談援助の形成過程」③ 

(ソーシャルワークの展開期、 

1950年代半ば～1960年代以降) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.69～76を読んでくるこ

と。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１１回 

「相談援助の形成過程」④ 

(ソーシャルワークの統合化と 

ジェネラリスト・ソーシャルワーク) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.77～82を読んでくるこ

と。 

事後学習 
ジェネラリストソーシャルワークとは何か

についてノートにまとめる。 

第１２回 

「相談援助の理念」① 

(ソーシャルワーカーと価値、 

ソーシャルワーク実践と価値) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.84～95を読んでくるこ

と。 

事後学習 
ソーシャルワーカー専門職として身につけ

る価値についてまとめる。 

第１３回 
「相談援助の理念」② 

(ソーシャルワーク実践と権利擁護) 

事前学習 教科書 pp.96～103を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１４回 
「相談援助の理念」③ 

(自立支援、社会的包摂、ノーマラィゼーション)  

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.106～118を読んでくる

こと。 

事後学習 
ノーマラィゼーション、ソーシャルインクル

ージョンについてノートにまとめる。 

  



 

 

第１５回 

「専門職倫理と倫理的ジレンマ」① 

(専門職倫理の概念、日本社会福祉士会倫理綱領及び 

行動規範) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.120～131を読んでくる

こと。 

事後学習 
提示される日本社会福祉士会の倫理綱領・行

動規範に関する事例の課題を行う。 

第１６回 

「専門職倫理と倫理的ジレンマ」② 

(ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマ、 

倫理的ジレンマにおける倫理的判断過程) 

事前学習 教科書 pp.132～140を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１７回 
「総合的かつ包括的な相談援助の全体像」① 

(総合的かつ包括的な相談援助の動向とその背景) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.142～147を読んでくる

こと。 

事後学習 

社会福祉基礎構造改革がもたらした新たな

援助状況と求められる専門的援助について

ノートにまとめる。 

第１８回 
「総合的かつ包括的な相談援助の全体像」② 

(地域を基盤にしたソーシャルワークの基本的視座) 

事前学習 

社会福祉入門や社会福祉原論で学んだ地域

福祉の部分をよく復習しておくこと。教科書

pp.148～152を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１９回 

「総合的かつ包括的な相談援助の全体像」③ 

 (地域を基盤にしたソーシャルワークの八つの機能と

事例) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.153～154を読んでくる

こと。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２０回 

「総合的かつ包括的な相談援助を支える理論」① 

(ケースワーク、グループワーク、コミュニティワーク、 

3方法の融合とジェネラリストソーシャルワーク) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.156～159を読んでくる

こと。 

事後学習 

ケースワーク、グループワーク、コミュニテ

ィワークとジェネラリストソーシャルワー

クとの関係性についてノートにまとめる。 

第２１回 
「総合的かつ包括的な相談援助を支える理論」② 

(システム思考とエコシステム) 

事前学習 

事前にシステム理論、エコロジカル理論につ

いて調べておくこと。教科書 pp.160～163を

読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２２回 
「総合的かつ包括的な相談援助を支える理論」③ 

(ストレングス・パースペクティブ、マルチシステム) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.163～167を読んでくる

こと。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２３回 
「相談援助にかかる専門職の概念と範囲」① 

(相談援助専門職の概念) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.170～177を読んでくる

こと。 

事後学習 
ソーシャルワークになぜ専門性が必要なの

かをノートにまとめる。 

第２４回 
「相談援助にかかる専門職の概念と範囲」② 

(相談援助専門職の範囲、諸外国の動向) 

事前学習 

自分の興味があるソーシャルワークの専門

職について調べておくこと。教科書 pp.178

～188を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２５回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」① 

 (予防機能 事例検討 地域包括支援センターにおけ

る実践) 

事前学習 
孤独死とは何かについて調べておくこと。教

科書 pp.190～200を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２６回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」② 

 (新しいニーズへの対応 事例検討 独立型社会福祉

士の実践、スクールソーシャルワーカーによる総合支

援) 

事前学習 

最近の新しいソーシャルワークの事例につ

いて新聞記事等の資料を探しもってくるこ

と。教科書 pp.201～221を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

  



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第３～５回および１９回の講義内容を踏まえて、「新型コロナウィールスパンデミックが個人及び家

族の生活にどのように影響したか」についてエコシステム理論の観点から論じなさい。ソーシャルワーカーとして何

ができるかも論じること。 

レポート形式：A4用紙１枚（800～1000字） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１４回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で

行う。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第３～５回と 17 回および１９回の講義内容を踏まえて、「新型コロナウィールスパンデミックが地

域社会および各国にどのように影響したか」についてエコシステム理論の観点から論じなさい。国は、日本は必ず含

め、もう一つは自分で選択しなさい。ソーシャルワーカーとして何ができるかも論じること。 

レポート形式：A4用紙１枚（800～1000字） 

実施時期：第２４回の授業後に実施する。 

提出期限：第２６回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で

行う。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

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

課題研究

３ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」③ 

 (権利擁護機能 事例検討 知的障害者施設における権利擁護の実践)  

実施時期：第 16回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：知的障害者の権利侵害に関する事例の資料を探しもってくること。教科書 pp.222～231を読んでくること。 

事後学習：提供された事例におけるソーシャルワーク実践のポイントをノートにまとめる 

課題研究

４ 

補講授業を実施する 

授業内容：「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」④ 

 (社会資源開発機能 事例検討 社会福祉協議会による社会資源開発) 

実施時期：第 16回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：市町村社会福祉協議会の機能と業務について調べておくこと。教科書 pp.232～237を読んでくること。 

事後学習：提供された事例におけるソーシャルワーク実践のポイントをノートにまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワークⅠ （4 単位） 

３．科目番号 SBMP2155 

２．授業担当教員 中里 哲也 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、歴史、理念、権利擁護の実際、相談援助に係る専門職

の概念と範囲及び倫理、ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義について学
ぶとともに、実践現場で活用するためのソーシャルワークの方法・技術を身に付ける。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 
・社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理解 
し説明できる。 

・相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 
・相談援助の理念について理解し、説明できる。 
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

・相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 
・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

・学習の理解度をみる課題を授業内で複数回行う。 

＊その他授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座６ 相談援助の基盤と専門職』第 3 版 中央法規
出版、2015。 

【参考書】 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

なる。 

2.筆記試験とレポート試験を行う。60％ 

○評定の方法 

1.社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理 

解し、説明できる。 

2.相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

3.相談援助の理念について理解し、説明できる。 

4.相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

5.相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

6.総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

12．受講生への 

メッセージ 

 ソーシャルワークⅠはこれから社会福祉士・社会福祉の専門職になるために必要な理論習得の基礎となる
科目です。そのため、授業への出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作成などへの積極
的な取組みを望みます。授業の進捗状況・理解度にあわせ、順番等を変更する場合もあります。 

13．オフィスアワー  授業内（初回授業）に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体的なイメージ

をつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２回 第 1 章 社会福祉士の役割と意義 

事前学習 教科書の第 1 章（pp.1～17）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第３回 
第 2 章 相談援助の定義と構成要素① 

ソーシャルワークの定義 

事前学習 教科書の第 2 章（pp.19～41）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第４回 
第 2 章 相談援助の定義と構成要素② 

相談援助における基本的用語の理解 

事前学習 教科書の第 2 章（pp.19～41）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第５回 
第 5・6 章 相談援助の理念ⅠⅡ① 

ソーシャルワークの価値と実践 

事前学習 教科書の第 5/6 章（pp.83～118）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第６回 
第 5・6 章 相談援助の理念ⅠⅡ② 

クライエントの尊厳と自己決定 

事前学習 教科書の第 5/6 章（pp.83～118）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第７回 
第 7 章 専門職倫理と倫理的ジレンマ① 

専門職倫理の概念 

事前学習 教科書の第 7 章（pp.119～140）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

  



 

 

第８回 
第 7 章 専門職倫理と倫理的ジレンマ② 

倫理綱領の意義と内容 

事前学習 教科書の第 7 章（pp.119～140）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第９回 
第 7 章 専門職倫理と倫理的ジレンマ③ 

ソーシャルワーク実践におけるジレンマ 

事前学習 教科書の第 7 章（pp.119～140）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１０回 
第 3 章 相談援助の形成過程Ⅰ① 

ソーシャルワークの源流／日本 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.43～59）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１1 回 
第 3 章 相談援助の形成過程Ⅰ② 

ソーシャルワークの源流／諸外国 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.43～59）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１２回 

第 3 章 相談援助の形成過程Ⅰ③ 

ソーシャルワークの基礎確立期（ケース

ワークの確立） 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.43～59）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１３回 
第 3 章 相談援助の形成過程Ⅰ④ 

ソーシャルワークの専門性の確立 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.43～59）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１４回 
第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ① 

診断主義学派と機能主義学派 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.61～82）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１５回 
第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ② 

グループワークの形成 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.61～82）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１６回 
第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ③ 

コミュニティ・オーガニゼーション 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.61～82）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１７回 
第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ④ 

ソーシャルワークモデルの形成 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.61～82）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１８回 
第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ⑤ 

ジェネラリストソーシャルワーク 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.61～82）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１９回 
第 8 章 総合的かつ包括的な相談援助の
全体像①  

事前学習 教科書の第 8 章（pp.141～154）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２０回 
第 8 章 総合的かつ包括的な相談援助の
全体像① 

事前学習 
教科書の第 8 章（pp.141～154）を読み、重要な点の再確認を
しておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２１回 

第 9 章  総合的かつ包括的な相談援助

を支える理論① ジェネラリストソーシ
ャルワーク実践とその理論 

事前学習 教科書の第 9 章（pp.155～167）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２２回 

第 9 章  総合的かつ包括的な相談援助
を支える理論② ストレングスモデル実
践とその理論 

事前学習 教科書の第 9 章（pp.155～167）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２３回 
第 10 章 相談援助にかかる専門職の概
念と範囲① 

事前学習 教科書の第 10 章（pp.169～188）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２４回 

第 11 章 総合的かつ包括的な相談援助

における専門的機能① ミクロでのソー
シャルワーク事例 

事前学習 教科書の第 11 章（pp.189～237）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２５回 

第 11 章 総合的かつ包括的な相談援助
における専門的機能② メゾでのソーシ
ャルワーク事例 

事前学習 教科書の第 11 章（pp.189～237）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２６回 

第 11 章 総合的かつ包括的な相談援助
における専門的機能③ マクロでのソー

シャルワーク事例 

事前学習 教科書の第 11 章（pp.189～237）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ:第１回～4 回の講義内容を踏まえて、「ソーシャルワークの定義の変遷」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 4回の授業後に実施する。 

提出期限:第 5回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7回授業終了後に教室で行う。 

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

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

  



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ:第 5回～9回の講義内容を踏まえて、「ソーシャルワークの価値」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 9回の授業後に実施する。 

提出期限:第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

3 

課題研究テーマ:第 10回～13回の講義内容を踏まえて、「相談援助の形成過程①（ソーシャルワークの源流）」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 13回の授業後に実施する。 

提出期限:第 15回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 17回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

4 

課題研究テーマ:第 14 回～18 回の講義内容を踏まえて、「相談援助の形成過程②（ジェネラリストソーシャルワークと

は）」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 18回の授業後に実施する。 

提出期限:第 19回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 21回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅠ （4 単位） 

３．科目番号 

SBMP2155 

SPMP2155 

PSMP2455 ２．授業担当教員 三田 真外 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、歴史、理念、権利擁護の実際、相談援助に係る専門

職の概念と範囲及び倫理、ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義につい
て学ぶとともに、実践現場で活用するためのソーシャルワークの方法・技術を身に付ける。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

・社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理
解 
し説明できる。 

・相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 
・相談援助の理念について理解し、説明できる。 
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

・相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 
・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

学習の理解度をみるレポート課題（1500字以上）と確認テストを数回実施する。レポートの作成方法・構

成等の詳細については授業にて説明する。その他、授業の進行状況に応じて指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座６ 相談援助の基盤と専門職』第 3 版 中央法
規出版、2015。 

【参考書】 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

なる。 

2.筆記試験とレポート試験を行う。60％ 

○評定の方法 

1.社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理 

解し、説明できる。 

2.相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

3.相談援助の理念について理解し、説明できる。 

4.相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

5.相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

6.総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は、相談援助の概念と理念を学び、専門職としての行動の基礎を身につけることを目的として

います。本授業を通して、実習や演習につなげられるように学んで欲しいと思っています。 

１. 遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。 

２. レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３. 私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。違反

者は受講態度で減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 初回の講義において発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

シラバス、講義概要、試験・レポート

課題についての説明 

事前学習 
シラバスを持参する。事前に講義概要、シラバスについて目

を通しておく。 

事後学習 
ソーシャルワークⅠのねらいについて講義用ノートにまと

める。 

第２回 

社会福祉士の役割と意義（１） 

ソーシャルワーカーの仕事、法律、社

会福祉士の専門性 

事前学習 教科書 pp.2～7 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワーカーとは何か、その専門性について、講義の

要点をノートにまとめる。 

第３回 

社会福祉士の役割と意義（２） 

現代社会とは、地域での生活、地域や

家庭内で起きていること 

事前学習 教科書 pp.8～12 を読んでくること。 

事後学習 地域社会の問題について、講義の要点をノートにまとめる。 

第４回 

社会福祉士の役割と意義（３） 

人々の人生とソーシャルワーカー、チ

ームアプローチの必要性、ソーシャルワ

ーク実践とその基盤となる知識 

事前学習 教科書 pp.12～22 を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉士の実践内容について、講義の要点をノートにまと

める。 

第５回 

相談援助の定義と構成要素（１） 

国際ソーシャルワーカー連盟の定義と

その他の主だった定義 

事前学習 教科書 pp.24～36 を読んでくること。 

事後学習 IFSW の定義について、講義の要点をノートにまとめる。 



 

 

第６回 
相談援助の定義と構成要素（２） 

クライエントシステムとニーズ 

事前学習 教科書 pp.37～40 を読んでくること。 

事後学習 
クライエントのニーズについて、講義の要点をノートにまと

める。 

第７回 

相談援助の定義と構成要素（３） 

ソーシャルワーカーの知識・性質・ス

キル、社会資源) 

事前学習 教科書 pp.41～49 を読んでくること。 

事後学習 社会資源の活用について、講義の要点をノートにまとめる。 

第８回 

相談援助の形成過程（１） 

ソーシャルワークの源流、基礎確立期

～1930 年代 

事前学習 教科書 pp.52～67 を読んでくること。 

事後学習 
COS・セツルメント・YMCA の実践について、講義の要点を

ノートにまとめる。 

第９回 

相談援助の形成過程（２） 

ソーシャルワークの発展期、1940 年代

～1950 年代半ば 

事前学習 教科書 pp.70～77 を読んでくること。 

事後学習 
リッチモンドのケースワーク、社会診断の考え方について、

講義の要点をノートにまとめる。 

第１０回 

相談援助の形成過程（３） 

ソーシャルワークの展開期、1950 年代

半ば～1960 年代以降 

事前学習 教科書 pp.78～85 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークの歴史について、講義の要点をノートにま

とめる。 

第１１回 

相談援助の形成過程（４） 

ソーシャルワークの統合化とジェネラ

リストソーシャルワーク 

事前学習 教科書 pp.86～91 を読んでくること。 

事後学習 
ジェネラリストソーシャルワークとは何かについて、講義の

要点をノートにまとめる。 

第１２回 
相談援助の理念（１） 

ソーシャルワーク実践と価値 

事前学習 教科書 pp.94～106 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワーカー専門職として身につける価値について、

講義の要点をノートにまとめる。 

第１３回 
相談援助の理念（２） 

権利擁護とノーマラィゼーション 

事前学習 教科書 pp.107～135 を読んでくること。 

事後学習 
ノーマラィゼーション、ソーシャルインクルージョンについ

て、講義の要点をノートにまとめる。 

第１４回 

専門職倫理と倫理的ジレンマ（１） 

専門職倫理の概念、日本社会福祉士会

倫理綱領及び行動規範 

事前学習 教科書 pp.138～149 を読んでくること。 

事後学習 
提示される日本社会福祉士会の倫理綱領・行動規範に関する

事例の課題を行う。 

第１５回 

専門職倫理と倫理的ジレンマ（２） 

ソーシャルワーク実践における倫理的

ジレンマ 

事前学習 教科書 pp.150～158 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワーク専門職としての倫理的ジレンマについて、

講義の要点をノートにまとめる。 

第１６回 

総合的かつ包括的な相談援助の全体像

（１） 

総合的かつ包括的な相談援助の動向と

その背景 

事前学習 教科書 pp.160～163 を読んでくること。 

事後学習 

社会福祉基礎構造改革がもたらした新たな援助状況と求め

られる専門的援助について、講義の要点をノートにまとめ

る。 

第１７回 

総合的かつ包括的な相談援助の全体像

（２） 

地域を基盤にしたソーシャルワークの

基本的視座 

事前学習 教科書 pp.164～174 を読んでくること。 

事後学習 組織化について、講義の要点をノートにまとめる。 

第１８回 

総合的かつ包括的な相談援助を支える理

論（１） 

ケースワーク、グループワーク、コミ

ュニティワークと、ジェネラリストソー

シャルワーク 

事前学習 教科書 pp.176～180 を読んでくること。 

事後学習 

ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークとジェ

ネラリストソーシャルワークとの関係性について、講義の要

点をノートにまとめる。 

第１９回 

総合的かつ包括的な相談援助を支える理

論（２） 

システム思考とエコシステム 

事前学習 教科書 pp.180～187 を読んでくること。 

事後学習 
システム理論、エコロジカル理論、ストレングスについて、

講義の要点をノートにまとめる。 

第２０回 

相談援助にかかる専門職の概念と範囲

（１） 

相談援助専門職の概念 

事前学習 教科書 pp.190～198 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークになぜ専門性が必要なのかについて、講義

の要点をノートにまとめる。 

第２１回 

相談援助にかかる専門職の概念と範囲

（２） 

相談援助専門職の範囲、諸外国の動向 

事前学習 教科書 pp.199～214 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワーカーのフィールドについて、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第２２回 

総合的かつ包括的な相談援助における専

門的機能（１） 

予防機能 事例検討 地域包括支援セ

ンターにおける実践 

事前学習 教科書 pp.190～228 を読んでくること。 

事後学習 
孤独死について、ソーシャルワーク実践のポイントをノート

にまとめる。 

第２３回 

総合的かつ包括的な相談援助における専

門的機能（２） 

新しいニーズへの対応 事例検討 独

立型社会福祉士の実践、スクールソーシ

ャルワーカーによる総合支援 

事前学習 教科書 pp.229～259 を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク実践のポイント

について、講義の要点をノートにまとめる。 

第２４回 

総合的かつ包括的な相談援助における専

門的機能（３） 

権利擁護機能 事例検討 知的障害者

施設における権利擁護の実践 

事前学習 教科書 pp.260～269 を読んでくること。 

事後学習 
知的障害者の権利侵害について、ソーシャルワーク実践のポ

イントをノートにまとめる。 

  



 

 

第２５回 

総合的かつ包括的な相談援助における専

門的機能（４） 

社会資源開発機能 事例検討 社会福

祉協議会による社会資源開発 

事前学習 教科書 pp.270～275 を読んでくること。 

事後学習 
市町村社会福祉協議会の機能と業務について、ソーシャルワ

ーク実践のポイントをノートにまとめる。 

第２６回 まとめ 
事前学習 

第 18 回から第 30 回まのでの講義要点の再確認をしておく

こと。 

事後学習 これまでの講義内容を整理し、理解を深めること。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえて、「社会福祉士の業務」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 6回授業後に実施する。 

提出期限：第 7回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け指導する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7回～第 12回の講義内容を踏まえて、「ソーシャルワーク統合化の背景」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 12回授業後に実施する。 

提出期限：第 13回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 16回授業終了後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け指導する。 

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

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第 13回～第 18回の講義内容を踏まえて、「ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマ」につい

てレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 18回授業後に実施する。 

提出期限：第 19回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 21回授業終了後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け指導する。 

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

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第 19回～第 22回の講義内容を踏まえて、「ジェネラリストソーシャルワークの特徴」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 22回授業後に実施する。 

提出期限：第 23回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26回授業終了後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け指導する。 

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

期末試験 

    



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅡ （4 単位） 

３．科目番号 
SCMP2356 

SSMP2156 
２．授業担当教員 水島 正浩 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理な

どを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士が

ソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉とい

った専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に

該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

・学習の理解度をみる課題を授業内で複数回行う。 
＊その他授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3 版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・8 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 
メッセージ 

ソーシャルワークⅡはこれから社会福祉士・社会福祉の専門職になるために必要な理論や実践技術修得の

基礎となる科目です。そのため、授業への出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作成な
どへの積極的な取組みを望みます。授業の進捗状況・理解度にあわせ、順番等を変更する場合もあります。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体的なイメージ
をつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２回 第１章 相談援助とは 

事前学習 教科書の第 1章（pp.1～25）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第３回 第２章 相談援助の構造 

事前学習 教科書の第 2章（pp.27～51）を読み、理解を進めておく 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第４回 第２章 相談援助の機能 

事前学習 教科書の第 2章（pp.27～51）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第５回 第３章 人と環境とは 

事前学習 教科書の第 3章（pp.53～66）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第６回 第３章 人と環境の相互作用 

事前学習 教科書の第 3章（pp.53～66）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第７回 第４章 相談援助における援助関係とは 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第８回 
第４章 相談援助における援助関係①―

技術― 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第９回 
第４章 相談援助における援助関係②―
実践― 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 



 

 

第１０回 相談援助とは何かに関する考察：課題① 
事前学習 これまでの内容について、重要な点の再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第１１回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１２回 相談援助の展開過程①(ケースの発見) 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１３回 
第７章 相談援助のためのアウトリーチ
の技術 

事前学習 教科書の第 7章（pp.149～159）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１４回 相談援助の展開過程②（インテーク） 

事前学習 教科書の第 7章（pp.149～159）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１５回 
第９章 相談援助のためのアセスメント

技術 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）
を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１６回 相談援助の展開過程③(アセスメント) 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）
を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１７回 
第１２章～１４章 相談援助のための面
接・記録・交渉の技術 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）

を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１８回 相談援助の展開過程③（マッピング） 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）
を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１９回 第８章 相談援助のための契約の技術 

事前学習 教科書の第 8章（pp.161～173）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２０回 
相談援助の展開過程④（プランニング）

展開過程⑤(インターベンション) 

事前学習 
教科書の第 8章（pp.161～173）10章（pp.199～215）を読み、
理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２１回 第６章 相談援助の展開過程Ⅱ 

事前学習 教科書の第 6章（pp.131～147）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２２回 
第１１章 相談援助のための経過観察・
再アセスメント 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２３回 相談援助の⑥（モニタリング） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２４回 
第１１章 相談援助のための効果測定・

評価 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２５回 
相談援助の展開過程⑦（エヴァリュエー
ション） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２６回 
相談援助の展開過程⑧（ターミネーショ
ン）⑨(アフターケア） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：１１回～第１６回の講義内容を踏まえて、「ソーシャルワークの展開過程（インテーク・アセスメン
ト）について」自分なりに整理し、考えたことをまとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙 1 枚 800 字程度（授業中に配布） 

実施時期：第２０回の授業後に実施する。 

提出期限：第２１回の授業開始時に提出する。 

      提出及び発表を行い、質疑応答・意見交換等を教室で行う。 

事後学習：質疑応答・意見交換等を通してさらに考察を深める。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第１７回～第２０回の講義内容を踏まえて、「ソーシャルワークの展開過程（プランニング・インタ
ーベンション）について」自分なりに整理し、考えたことをまとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙 1 枚 800 字程度（授業中に配布） 

実施時期：第２０回の授業後に実施する。 

提出期限：第２１回の授業開始時に提出する。 

      提出及び発表を行い、質疑応答・意見交換等を教室で行う。 

事後学習：質疑応答・意見交換等を通してさらに考察を深める。 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第２１回～第２２回の講義内容を踏まえて、「ソーシャルワークの展開過程（モニタリング・エヴァ
リュエーション）について」自分なりに整理し、考えたことをまとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙 1 枚 800 字程度（授業中に配布） 

実施時期：第２５回の授業後に実施する。 

提出期限：第２６回の授業開始時に提出する。 



 

 

      提出及び発表を行い、質疑応答・意見交換等を教室で行う。 

事後学習：質疑応答・意見交換等を通してさらに考察を深める。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第２４回～第２６回の講義内容を踏まえて、「ソーシャルワークの展開過程（ターミネーション・ア

フターケア）について」自分なりに整理し、考えたことをまとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙 1 枚 800 字程度（授業中に配布） 

実施時期：第２５回の授業後に実施する。 

提出期限：第２６回の授業開始時に提出する。 

      提出及び発表を行い、質疑応答・意見交換等を教室で行う。 

事後学習：質疑応答・意見交換等を通してさらに考察を深める。 

期末試験 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワークⅢ （4 単位） 

３．科目番号 SSMP3157 

２．授業担当教員 青木 正 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ソーシャルワークⅠ及びソーシャルワークⅡの単位を修得した後に履修することが望ましい 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅢは、ソーシャルワークⅠ・ソーシャルワークⅡで学習したソーシャルワークの基本的

考え方、専門職倫理、ソーシャルワークプロセスと付随する専門技術等を前提として、個人、家族、集団、

また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士がソーシャルワーカーとして提供する専

門知識と技術について学んでいく。 

特に、多様な課題と支援の必要性を持つ現代社会のクライエントに、より専門的に対応、その課題等の解

消と軽減に向け働きかけることのできる知識・技術としての実践理論・アプローチについて学習する。加え

て、グループを用いた支援、あらゆる場面で必要とされるコーディネーションとネットワーキング、関連す

る社会資源の調整と開発など、クライエントへの直接的・間接的相談援助技術について総合的・包括的に学

習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.ソーシャルワークの定義と「相談援助」の対象について再確認する。 

2.ケースマネジメント（ケアマネジメント）についてその概要を理解する 

3.グループを活用した支援について理解する。 

4.コーディネーションとネットワーキング、社会資源の調整・開発について理解する。 

5.ソーシャルワーク実践モデルとアプローチの概要と実践方法について理解する。 

6.スーパービジョンについて理解する。 

7.ケースカンファレンスについて理解する。 

8.実践事例を通じて、相談援助に必要な専門知識・技術について横断的に活用ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

前半期と後半期にそれぞれ1回ずつ（計2回）レポートを課す。レポートの題目及び執筆規定については授

業の中で指示する。 

予習や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的な学習によって理解を確かにすると共に問題解決力を培

うように努めること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅱ（新・社会福祉士養成講座 8）』第 3 版、中央法規、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・８つの目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）20％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

個人、家族、小集団・組織、地域社会をクライエント・システムとしてとらえ、どのような対象者であろう

と、一つのソーシャルワーク過程で基本的に対応できることを意識して欲しいと思っている。 

 

1．遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。 

2．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

3．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。違反者は 

受講態度で減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（学習を進めるにあたっての諸説明等） 

事前学習 ソーシャルワークについて予習をしてくる。 

事後学習 学習目標と学習内容を理解する。 

第２回 
相談援助における対象の理解（１） 

社会福祉援助活動の概念と定義 

事前学習 教科書 pp.2～4を読む。 

事後学習 ソーシャルワークの定義を理解する。 

第３回 
相談援助における対象の理解（２） 

相談援助の対象をどうとらえるか 

事前学習 システム理論について予習をしてくる。 

事後学習 システム理論を理解する。 

第４回 
ケースマネジメント（１） 

ケースマネジメントの意義 

事前学習 教科書 pp.22～38を読む。 

事後学習 
ケースマネジメントの意義について、講義内容を再

度理解しながらノートを整理する。 

第５回 
ケースマネジメント（２） 

ケースマネジメントの特徴 

事前学習 教科書 pp.39～52を読む。 

事後学習 

ケースマネジメントの特徴とし、特にアセスメント

について講義内容を再度理解しながらノートを整

理する。 



 

 

第６回 
グループを活用した相談援助（１） 

グループワークの意義 

事前学習 教科書 pp.54～58を読む。 

事後学習 グループ・ダイナミクスについて理解を深める。 

第７回 
グループを活用した相談援助（２） 

グループワークの援助過程 

事前学習 教科書 pp.58～73を読む。 

事後学習 
グループワークの意義、展開過程について理解を深

める。 

第８回 
グループを活用した相談援助（３） 

グループワークの事例 

事前学習 自助グループの活動について調べる。 

事後学習 
グループワークの意義、展開過程について理解を深

める。 

第９回 
グループを活用した相談援助（４） 

グループワークの事例 

事前学習 自助グループの活動について調べる。 

事後学習 
グループワークの意義、展開過程について理解を深

める。 

第１０回 
コーディネーションとネットワーキング（１） 

コーディネーションの意義 

事前学習 教科書 pp.76～85を読む。 

事後学習 コーディネーションについて理解を深める。 

第１１回 
コーディネーションとネットワーキング（２） 

ネットワーキングの意義 

事前学習 教科書 pp.86～97を読む。 

事後学習 ネットワーキングについて理解を深める。 

第１２回 
コーディネーションとネットワーキング（３） 

ネットワーキングの事例 

事前学習 地域包括支援センターについて調べてくる。 

事後学習 事例について振り返る。 

第１３回 
相談援助における社会資源の活用・調整・開発

（１）意義・目的・方法 

事前学習 教科書 pp.76～85を読む。 

事後学習 
社会資源の種類と、その特徴について理解を深め

る。 

第１４回 
相談援助における社会資源の活用・調整・開発

（２）ソーシャルアクションとシステムづくり 

事前学習 教科書 pp.86～97を読む。 

事後学習 社会資源の開発に関する留意点を整理する。 

第１５回 

さまざまな実践モデルとアプローチ（１） 

実践モデルの意義、治療モデル、生活モデル・ス

トレングスモデル 

事前学習 教科書 pp.122～141を読む。 

事後学習 
治療モデル・生活モデル・ストレングスモデルの違

いが説明できるようになる。 

第１６回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（２） 

心理社会的アプローチ・機能的アプローチ 

事前学習 教科書 pp.122～141を読む。 

事後学習 
心理社会的・機能的アプローチについて理解を深め

る。 

第１７回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（３） 

問題解決アプローチ・課題中心アプローチ 

事前学習 教科書 pp.150～155を読む。 

事後学習 
問題解決・課題中心アプローチについて理解を深め

る。 

第１８回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（４） 

危機介入アプローチ 

事前学習 教科書 pp.156～158を読む。 

事後学習 危機介入アプローチについて理解を深める。 

第１９回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（６） 

エンパワメントアプローチ 

事前学習 教科書 pp.164～167を読む。 

事後学習 エンパワメントアプローチについて理解を深める。 

第２０回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（７） 

ナラティブアプローチ 

事前学習 教科書 pp.168～171を読む。 

事後学習 ナラティブアプローチについて理解を深める。 

第２１回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（８） 

その他の実践アプローチ 

事前学習 教科書 pp.172～181ページを読む。 

事後学習 ソーシャルワークの実践アプローチを整理する。 

第２２回 
スーパービジョンとコンサルテーションの技術

（１） 

事前学習 教科書 pp.184～190を読む。 

事後学習 スーパービジョンの意義と定義について理解する。 

第２３回 
スーパービジョンとコンサルテーションの技術

（２） 

事前学習 教科書 pp.190～204を読む。 

事後学習 
スーパービジョンとコンサルテーションの違いに

ついて理解を深める。 

第２４回 ケースカンファレンスの技術と実際 

事前学習 教科書 pp.206～229を読む。 

事後学習 事例研究の目的と意義について理解を深める。 

第２５回 
相談援助における個人情報の保護、情報通信の活

用 

事前学習 教科書 pp.232～255を読む。 

事後学習 個人情報保護法について理解を深める。 

第２６回 まとめ 

事前学習 後半のまとめ。 

事後学習 
自己評価し、理解不足のところは知識を補い、期末

試験に備える。 

  



 

 

課題研究 

1 

 

課題研究テーマ：「ソーシャルワークの概念と定義」についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 2回の講義時に課題作成の方法について説明を行う。 

提出期限：第 3回の講義開始時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワークの概念と定義を再確認する。 

 

課題研究 

2 

 

課題研究テーマ：「コーディネーションとネットワーキングの概念及び展開方法」についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 10回の講義時に課題作成の方法について説明を行う。 

提出期限：第 11回の講義開始時に提出する。 

事後学習：コーディネーションとネットワーキングの技術において、その必要性と効果、具体的な実践方法について

まとめる。 

 

課題研究 

3 

 

課題研究テーマ：行動変容アプローチの技術において、その必要性と効果、具体的な実践方法についてレポートにま

とめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 18回の講義時に課題作成の方法について説明を行う。 

提出期限：第 21回の講義開始時に提出する。 

事後学習：行動変容アプローチの技術において、その必要性と効果、具体的な実践方法について理解を深める。 

 

課題研究 

4 

 

課題研究テーマ：相談援助における個人情報保護の意義と課題についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 24回の講義時に課題作成の方法について説明を行う。 

提出期限：第 25回の講義開始時に提出する。 

事後学習：実践活動における個人情報保護の課題点について明確化する。 

 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワークⅢ （4 単位） 

３．科目番号 SBMP3157 

２．授業担当教員 田中 喜美子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ソーシャルワークⅠ及びソーシャルワークⅡの単位を修得した後に履修することが望ましい 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅢは、ソーシャルワークⅠ・ソーシャルワークⅡで学習したソーシャルワークの基本的

考え方、専門職倫理、ソーシャルワークプロセスと付随する専門技術等を前提として、個人、家族、集団、

また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士がソーシャルワーカーとして提供する専

門知識と技術について学んでいく。 

特に、多様な課題と支援の必要性を持つ現代社会のクライエントに、より専門的に対応、その課題等の解

消と軽減に向け働きかけることのできる知識・技術としての実践理論・アプローチについて学習する。加え

て、グループを用いた支援、あらゆる場面で必要とされるコーディネーションとネットワーキング、関連す

る社会資源の調整と開発など、クライエントへの直接的・間接的相談援助技術について総合的・包括的に学

習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.ソーシャルワークの定義と「相談援助」の対象について再確認する。 

2.ケースマネジメント（ケアマネジメント）についてその概要を理解する 

3.グループを活用した支援について理解する。 

4.コーディネーションとネットワーキング、社会資源の調整・開発について理解する。 

5.ソーシャルワーク実践モデルとアプローチの概要と実践方法について理解する。 

6.スーパービジョンについて理解する。 

7.ケースカンファレンスについて理解する。 

8.実践事例を通じて、相談援助に必要な専門知識・技術について横断的に活用ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート・プリゼンテーション課題、作成方法・構成等の詳細については授業にて説明する。 

また、授業（教科書）の内容に関する確認テストを行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅱ（新・社会福祉士養成講座 8）』第 3 版、中央法規、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・８つの目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）20％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

個人、家族、小集団・組織、地域社会をクライエント・システムとしてとらえ、どのような対象者であろう

と、一つのソーシャルワーク過程で基本的に対応できることを意識して欲しいと思っています。 

 

１．遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は指定された書面に理由をつけて

記録しておき、教員に学期末に提出すること。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用などの授業のスムーズな進行を妨げる行為や発

言・態度は、受講態度で減点の対象となる。 

４. 授業展開については、進捗状況・理解度にあわせ、順番等を変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（学習を進めるにあたっての諸説明等） 

事前学習 ソーシャルワークについて予習をしてくる。 

事後学習 学習目標と学習内容を理解する。 

第２回 
相談援助における対象の理解（１） 

社会福祉援助活動の概念と定義 

事前学習 教科書 pp.2～4を読む。 

事後学習 ソーシャルワークの定義を理解する。 

第３回 
相談援助における対象の理解（２） 

相談援助の対象をどうとらえるか 

事前学習 システム理論について予習をしてくる。 

事後学習 システム理論を理解する。 

第４回 

相談援助における対象の理解（３） 

人間社会と組織・地域生活とコミュニティ・新しい

専門的視点の必要性 

事前学習 教科書 pp.5～17を読む。 

事後学習 
人間社会と組織・地域生活とコミュニティ・新しい

専門的視点の必要性を理解する。 

第５回 
ケースマネジメント（１） 

ケースマネジメントの意義 

事前学習 教科書 pp.22～38を読む。 

事後学習 
ケースマネジメントの意義について、講義内容を

再度理解しながらノートを整理する。 

  



 

 

第６回 
ケースマネジメント（２） 

ケースマネジメントの特徴 

事前学習 教科書 pp.39～52を読む。 

事後学習 

ケースマネジメントの特徴とし、特にアセスメン

トについて講義内容を再度理解しながらノートを

整理する。 

第７回 
グループを活用した相談援助（１） 

グループワークの意義 

事前学習 教科書 pp.54～58を読む。 

事後学習 グループ・ダイナミクスについて理解を深める。 

第８回 
グループを活用した相談援助（２） 

グループワークの援助過程 

事前学習 教科書 pp.58～73を読む。 

事後学習 
グループワークの意義、展開過程について理解を

深める。 

第９回 
グループを活用した相談援助（３） 

グループワークの事例 

事前学習 自助グループの活動について調べる。 

事後学習 
グループワークの意義、展開過程について理解を

深める。 

第１０回 
グループを活用した相談援助（４） 

グループワークの事例 

事前学習 自助グループの活動について調べる。 

事後学習 
グループワークの意義、展開過程について理解を

深める。 

第１１回 
コーディネーションとネットワーキング（１） 

コーディネーションの意義 

事前学習 教科書 pp.76～85を読む。 

事後学習 コーディネーションについて理解を深める。 

第１２回 
コーディネーションとネットワーキング（２） 

ネットワーキングの意義 

事前学習 教科書 pp.86～97を読む。 

事後学習 ネットワーキングについて理解を深める。 

第１３回 
コーディネーションとネットワーキング（３） 

ネットワーキングの事例 

事前学習 地域包括支援センターについて調べてくる。 

事後学習 事例について振り返る。 

第１４回 
コーディネーションとネットワーキング（４） 

ネットワーキングの事例 

事前学習 地域での見守りについて考えてくる。 

事後学習 事例について振り返る。 

第１５回 
相談援助における社会資源の活用・調整・開発（１） 

意義・目的・方法 

事前学習 教科書 pp.76～85を読む。 

事後学習 
社会資源の種類と、その特徴について理解を深め

る。 

第１６回 
相談援助における社会資源の活用・調整・開発（２） 

ソーシャルアクションとシステムづくり 

事前学習 教科書 pp.86～97を読む。 

事後学習 社会資源の開発に関する留意点を整理する。 

第１７回 

さまざまな実践モデルとアプローチ（１） 

実践モデルの意義、治療モデル、生活モデル・スト

レングスモデル 

事前学習 教科書 pp.122～141を読む。 

事後学習 
治療モデル・生活モデル・ストレングスモデルの違

いが説明できるようになる。 

第１８回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（２） 

心理社会的アプローチ・機能的アプローチ 

事前学習 教科書 pp.122～141を読む。 

事後学習 
心理社会的・機能的アプローチについて理解を深

める。 

第１９回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（３） 

問題解決アプローチ・課題中心アプローチ 

事前学習 教科書 pp.150～155を読む。 

事後学習 
問題解決・課題中心アプローチについて理解を深

める。 

第２０回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（４） 

危機介入アプローチ 

事前学習 教科書 pp.156～158を読む。 

事後学習 危機介入アプローチについて理解を深める。 

第２１回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（５） 

行動変容アプローチ 

事前学習 教科書 pp.159～161を読む。 

事後学習 行動変容アプローチについて理解を深める。 

第２２回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（６） 

エンパワメントアプローチ 

事前学習 教科書 pp.164～167を読む。 

事後学習 
エンパワメントアプローチについて理解を深め

る。 

第２３回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（７） 

ナラティブアプローチ 

事前学習 教科書 pp.168～171を読む。 

事後学習 ナラティブアプローチについて理解を深める。 

第２４回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（８） 

その他の実践アプローチ 

事前学習 教科書 pp.172～181ページを読む。 

事後学習 ソーシャルワークの実践アプローチを整理する。 

第２５回 
スーパービジョンとコンサルテーションの技術

（１） 

事前学習 教科書 pp.184～190を読む。 

事後学習 
スーパービジョンの意義と定義について理解す

る。 

第２６回 
スーパービジョンとコンサルテーションの技術

（２） 

事前学習 教科書 pp.190～204を読む。 

事後学習 
スーパービジョンとコンサルテーションの違いに

ついて理解を深める。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２～１２回の講義内容を踏まえて、「新型コロナウィールスパンデミックが個人・家族・地域の生

活にどのように影響したか」についてシステム理論の観点から論じなさい。ソーシャルワーカーとして何ができるかも

論じること。特に DVの問題が論じられればさらによい。 

レポート形式：A4用紙１枚（800～1000字） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１４回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行

う。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

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



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第１７～２４回の講義内容を踏まえて、自己の過去・現在を事例とし、自分のケースに最もよくあて

はまると思われる実践モデルを２つ選び、そのモデルを使って分析しなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（800～1000字） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行

う。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

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

課題研究

３ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「ケースカンファレンスの技術と実際」  

実施時期：第 16回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：教科書 pp.206～229を読む。 

事後学習：事例研究の目的と意義について理解を深める 

課題研究

４ 

補講授業を実施する 

授業内容：「相談援助における個人情報の保護、情報通信の活用」 

実施時期：第 16回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：教科書 pp.232～255を読む。 

事後学習：個人情報保護法について理解を深める。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワークⅢ （4 単位） 

３．科目番号 
SCMP3357 

SBMP3157  
２．授業担当教員 熊谷 大輔 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ソーシャルワークⅠ及びソーシャルワークⅡの単位を修得した後に履修することが望ましい 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅢは、ソーシャルワークⅠ・ソーシャルワークⅡで学習したソーシャルワークの基本的

考え方、専門職倫理、ソーシャルワークプロセスと付随する専門技術等を前提として、個人、家族、集団、

また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士がソーシャルワーカーとして提供する専

門知識と技術について学んでいく。 

特に、多様な課題と支援の必要性を持つ現代社会のクライエントに、より専門的に対応、その課題等の解

消と軽減に向け働きかけることのできる知識・技術としての実践理論・アプローチについて学習する。加え

て、グループを用いた支援、あらゆる場面で必要とされるコーディネーションとネットワーキング、関連す

る社会資源の調整と開発など、クライエントへの直接的・間接的相談援助技術について総合的・包括的に学

習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.ソーシャルワークの定義と「相談援助」の対象について再確認する。 

2.ケースマネジメント（ケアマネジメント）についてその概要を理解する 

3.グループを活用した支援について理解する。 

4.コーディネーションとネットワーキング、社会資源の調整・開発について理解する。 

5.ソーシャルワーク実践モデルとアプローチの概要と実践方法について理解する。 

6.スーパービジョンについて理解する。 

7.ケースカンファレンスについて理解する。 

8.実践事例を通じて、相談援助に必要な専門知識・技術について横断的に活用ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義回数の前半期及び後半期にそれぞれ1回ずつ（計2回）中間テストを課す。 

レポートの題目及び執筆規定については授業の中で指示する。 

主体的な学習によって理解を確実なものとし問題解決力を養うように努めること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅱ（新・社会福祉士養成講座 8）』第 3 版、中央法規、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・８つの目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）20％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

個人、家族、小集団・組織、地域社会をクライエント・システムとして捉え、対象がどのような場合であっ

ても、基本的なソーシャルワーク過程の応用であることを意識しながら実践力を身に付けて欲しい。 

 

１．遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する場合は書面で教員に届け出ること。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。 

  違反者は受講態度で減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 授業中に連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（説明と理解） 

―ソーシャルワークの基礎的理解の確認 

事前学習 ソーシャルワークの基礎内容について予習する。 

事後学習 学習目標と学習内容を理解する。 

第２回 
相談援助における対象の理解（１） 

―社会福祉援助活動の概念と定義 

事前学習 教科書 pp.2～4を読む。 

事後学習 ソーシャルワークの定義を理解する。 

第３回 
相談援助における対象の理解（２） 

―援助対象者の捉え方 

事前学習 システム理論について予習する。 

事後学習 システム理論と活用方法を理解する。 

第４回 
相談援助における対象の理解（３） 

―新しい専門的視点の必要性と活用方法 

事前学習 教科書 pp.5～17を読む。 

事後学習 新しい専門的視点の必要性を理解する。 

第５回 
ケースマネジメント（１） 

―ケースマネジメントの意義 

事前学習 教科書 p.22～38を読む。 

事後学習 ケースマネジメントの意義をノートにまとめる。 

第６回 
ケースマネジメント（２） 

―ケースマネジメントの特徴 

事前学習 教科書 pp.39～52を読む。 

事後学習 ケースマネジメントの特徴をノートにまとめる。 

第７回 
グループを活用した相談援助（２） 

―グループワークの意義と援助過程 

事前学習 教科書 pp.59～73を読む。 

事後学習 グループワークの展開過程について理解する。 

  



 

 

第８回 
グループを活用した相談援助（３） 

―グループワークの事例 

事前学習 グループワークの実践について調べる。 

事後学習 グループワークの展開過程について整理する。 

第９回 
グループを活用した相談援助（４） 

―グループワークの事例 

事前学習 自助グループについて調べる。 

事後学習 グループワークの展開過程について整理する。 

第１０回 
コーディネーションとネットワーキング（１） 

―コーディネーションの意義 

事前学習 教科書 pp.76～85を読む。 

事後学習 コーディネーションについて理解を深める。 

第１１回 
コーディネーションとネットワーキング（２） 

―ネットワーキングの意義 

事前学習 教科書 pp.86～97を読む。 

事後学習 ネットワーキングについて理解を深める。 

第１２回 
コーディネーションとネットワーキング（３） 

―ネットワーキングの事例 

事前学習 地域包括支援センターについて調べる。 

事後学習 事例について振り返る。 

第１３回 
相談援助における社会資源の活用・調整・開発（１） 

―意義・目的・方法 

事前学習 教科書 pp.76～85を読む。 

事後学習 社会資源の種類と特徴を整理する。 

第１４回 
相談援助における社会資源の活用・調整・開発（２） 

―ソーシャルアクションとシステム 

事前学習 教科書 pp.86～97を読む。 

事後学習 社会資源の開発における留意点を整理する。 

第１５回 
実践モデルとアプローチ（１） 

―意義と各種のモデル 

事前学習 教科書 pp.122～141を読む。 

事後学習 各種モデルの違いを整理する。 

第１６回 
実践モデルとアプローチ（２） 

―心理社会的アプローチ・機能的アプローチ 

事前学習 教科書 pp.122～141を読む。 

事後学習 心理社会的・機能的アプローチについて整理する。 

第１７回 
実践モデルとアプローチ（３） 

―問題解決アプローチ・課題中心アプローチ 

事前学習 教科書 pp.150～155を読む。 

事後学習 問題解決・課題中心アプローチについて整理する。 

第１８回 
実践モデルとアプローチ（４） 

―危機介入アプローチと行動変容アプローチ 

事前学習 教科書 pp.156～158を読む。 

事後学習 危機介入アプローチについて整理する。 

第１９回 
実践モデルとアプローチ（６） 

―エンパワメントアプローチ 

事前学習 教科書 pp.164～167を読む。 

事後学習 エンパワメントアプローチについて整理する。 

第２０回 
実践モデルとアプローチ（７） 

―ナラティブアプローチ 

事前学習 教科書 pp.168～171を読む。 

事後学習 ナラティブアプローチについて整理する。 

第２１回 
実践モデルとアプローチ（８） 

―その他の実践アプローチ 

事前学習 教科書 pp.172～181を読む。 

事後学習 実践アプローチについて整理する。 

第２２回 
スーパービジョンとコンサルテーション（１） 

―技術と内容 

事前学習 教科書 pp.184～190を読む。 

事後学習 スーパービジョンの意義・目的を整理する。 

第２３回 
スーパービジョンとコンサルテーション（２） 

―実践に向けた活用技術 

事前学習 教科書 pp.190～204を読む。 

事後学習 コンサルテーションの意義と目的を整理する。 

第２４回 
ケースカンファレンスの技術と実際 

―視点と活用方法 

事前学習 教科書 pp.206～229を読む。 

事後学習 事例研究の目的と意義について整理する。 

第２５回 自己情報の保護と情報通信の活用 
事前学習 教科書 pp.232～255を読む。 

事後学習 個人情報保護法について整理する。 

第２６回 事例研究の目的と意義 
事前学習 教科書 pp.258～281を読む。 

事後学習 事例研究の目的と意義について理解を深める。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえ「ケースマネジメントの目的」についてレポートにまとめる。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,000程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 
     質問等については随時受付、適宜指導する。 
提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成をもとに学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7回～第 12回の講義内容を踏まえ「グループワークの意義」についてレポートにまとめる。 
実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

     質問等については随時受付、適宜指導する。 
提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成をもとに学んだことをまとめる。 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第 13回～第 18回の講義内容を踏まえ「問題解決アプローチ」についてレポートにまとめる。 
実施時期：第 18回の授業後に実施する。 

     質問等については随時受付、適宜指導する。 
提出期限：第 19回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成をもとに学んだことをまとめる。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第 19回～第 24回の講義内容を踏まえ「援助における実践モデル」についてレポートにまとめる。 
実施時期：第 24回授業後に実施 
     質問等については随時受付、適宜指導する。 

提出期限：第 25回授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成をもとに学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅢ （4 単位） 

３．科目番号 SBMP3157 

２．授業担当教員 村本 浄司 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ソーシャルワークⅠ及びソーシャルワークⅡの単位を修得した後に履修することが望ましい 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅢは、ソーシャルワークⅠ・ソーシャルワークⅡで学習したソーシャルワークの基本的

考え方、専門職倫理、ソーシャルワークプロセスと付随する専門技術等を前提として、個人、家族、集団、

また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士がソーシャルワーカーとして提供する専

門知識と技術について学んでいく。 

特に、多様な課題と支援の必要性を持つ現代社会のクライエントに、より専門的に対応、その課題等の解

消と軽減に向け働きかけることのできる知識・技術としての実践理論・アプローチについて学習する。加え

て、グループを用いた支援、あらゆる場面で必要とされるコーディネーションとネットワーキング、関連す

る社会資源の調整と開発など、クライエントへの直接的・間接的相談援助技術について総合的・包括的に学

習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.ソーシャルワークの定義と「相談援助」の対象について再確認する。 

2.ケースマネジメント（ケアマネジメント）についてその概要を理解する 

3.グループを活用した支援について理解する。 

4.コーディネーションとネットワーキング、社会資源の調整・開発について理解する。 

5.ソーシャルワーク実践モデルとアプローチの概要と実践方法について理解する。 

6.スーパービジョンについて理解する。 

7.ケースカンファレンスについて理解する。 

8.実践事例を通じて、相談援助に必要な専門知識・技術について横断的に活用ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業中の課題プリントを授業終了時に、提出を求める。 

２．レポート課題ソーシャルワーク実践モデルに関するレポートを1500字以上で記述するように求める。 

詳細は講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅱ（新・社会福祉士養成講座 8）』第 3 版、中央法規、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・８つの目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）20％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

ソーシャルワークⅢはこれまでのソーシャルワークⅠ、Ⅱを基盤として、より実践に近い方法論に関する

ソーシャルワークを学ぶことを目的とする科目です。そのため、ソーシャルワーク実習において各々が関わ

った事例を概観しながら、自分だったらどのようにしてソーシャルワークを展開するのかを想定することで、

より学問を深めることができると思います。利用者の人権を守り、利用者のニーズを達成するためには何が

必要なのかをこの授業の中で確認するようにして下さい。 

また、ソーシャルワークはチームや関係者との連携が不可欠ですので、グループワークを通してチームア

プローチの重要性を確認するようにして下さい。 

13．オフィスアワー 初回の講義において通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（講義内容、講師紹介等） 

相談援助における対象の理解① 

―社会福祉援助活動の概念と定義 

事前学習 
教科書を準備し、シラバスを確認して講義に臨む

こと。 

事後学習 ソーシャルワークの定義についてまとめる。 

第２回 
相談援助における対象の理解② 

―相談援助の対象をどうとらえるか 

事前学習 
教科書 pp.8～25を熟読し、ソーシャルワークの対

象とシステム理論について理解する。 

事後学習 システム理論に関する概要をまとめる。 

第３回 

ケースマネジメント① 

―ケースマネジメントの基本、プロセス、アセス

メントの特徴 

事前学習 
教科書 pp.28～44 を熟読し、ケースマネジメント

の概要について予習する。 

事後学習 システム理論を理解する。 

第４回 

ケースマネジメント② 

―ケアプラン作成とソーシャルワークとの関連性

について 

事前学習 
教科書 pp.45～58 を熟読しケアプラン作成につい

て理解する。 

事後学習 
ケアプランの作成とソーシャルワークとの関連性

について概要をまとめる。 



 

 

第５回 
グループを活用した相談援助① 

―グループワークの意義とプロセスについて 

事前学習 
教科書 pp.60～71 を熟読し、グループワークの基

本について理解する。 

事後学習 
グループワークのプロセスについて講義内容をま

とめる。 

第６回 
グループを活用した相談援助② 

―自助グループを活用した相談援助 

事前学習 
教科書 pp.72～80 を熟読し、自助グループの概要

について理解する。 

事後学習 
講義内容から、自助グループ、サポートグループ

などについて概要をまとめる。 

第７回 

コーディネーションとネットワーキング① 

―コーディネーションの目的と意義、方法、技術、

留意点 

事前学習 
教科書 pp.82～91 を熟読し、コーディネーション

の概要について理解する。 

事後学習 
講義内容からコーディネーションについての概要

をまとめ、理解を深める。 

第８回 
コーディネーションとネットワーキング② 

―ネットワーキングの意義と目的、方法、 

事前学習 
教科書 pp.92～103を熟読しネットワーキングにつ

いて理解する。 

事後学習 
講義内容からネットワーキングに関する概要をま

とめる。 

第９回 

相談援助における社会資源の活用・調整・開発① 

―社会資源の活用・調整、開発の意義と目的、留

意点 

事前学習 
教科書 pp.106～121 を熟読し、社会資源の活用に

ついて理解する。 

事後学習 
講義内容から社会資源の活用と意義、目的につい

てまとめ、理解を深める。 

第１０回 
相談援助における社会資源の活用・調整・開発② 

―ソーシャルアクションとシステムづくり 

事前学習 
教科書 pp.122～126 を熟読し、ソーシャルアクシ

ョンに関して理解する。 

事後学習 
講義内容からソーシャルアクションとアドボカシ

ーに関する概要をまとめ、理解を深める。 

第１１回 
さまざまな実践モデルとアプローチ① 

―実践モデルとその意味 

事前学習 
教科書 pp.128～136 を熟読しソーシャルワーク実

践理論の概要について理解する。 

事後学習 
講義内容から、さまざまなソーシャルワーク実践

理論についてについて理解を深める。 

第１２回 
さまざまな実践モデルとアプローチ② 

―治療モデル、生活モデル、ストレングスモデル 

事前学習 
教科書 pp.137～148 を熟読し三つの実践モデルに

ついて理解する。 

事後学習 
講義内容から、三つの実践モデルの概要について

まとめ、理解を深める。 

第１３回 

さまざまな実践モデルとアプローチ③ 

―心理社会アプローチ、機能的アプローチ、問題

解決アプローチ 

事前学習 

教科書 pp150～158を熟読し、心理社会アプローチ、

機能的アプローチ、問題解決アプローチに関して

理解する。 

事後学習 

講義内容から心理社会アプローチ、機能的アプロ

ーチ、問題解決アプローチに関する概要をまとめ、

理解を深める。 

第１４回 

さまざまな実践モデルとアプローチ④ 

―課題中心アプローチ、危機介入アプローチ、行

動変容アプローチ 

事前学習 

教科書 pp159～171を熟読し、課題中心アプローチ、

危機介入アプローチ、行動変容アプローチについ

て理解する。 

事後学習 

講義内容から課題中心アプローチ、危機介入アプ

ローチ、行動変容アプローチに関する概要をまと

め、理解を深める。 

第１５回 

さまざまな実践モデルとアプローチ⑤ 

―エンパワメントアプローチ、ナラティブアプロ

ーチ、認知アプローチ 

事前学習 教科書 pp.76～85を読む。 

事後学習 
社会資源の種類と、その特徴について理解を深め

る。 

第１６回 
さまざまな実践モデルとアプローチ⑥ 

―その他のアプローチ 

事前学習 教科書 pp.86～97を読む。 

事後学習 社会資源の開発に関する留意点を整理する。 

第１７回 
スーパービジョンとコンサルテーションの技術① 

―スーパービジョンの意義と目的 

事前学習 
教科書 pp.200～205 を熟読し、スーパービジョン

について理解する。 

事後学習 
講義内容から、スーパービジョンの概要について

まとめ、理解を深める。 

第１８回 

スーパービジョンとコンサルテーションの技術② 

―スーパービジョンの方法と留意点、コンサルテ

ーション 

事前学習 

教科書 pp.206～213 を熟読し、スーパービジョン

の留意点とコンサルテーションについて理解す

る。 

事後学習 

講義内容から、スーパービジョンの留意点とコン

サルテーションに関する概要をまとめ、理解を深

める。 

第１９回 

ケースカンファレンスの技術① 

―ケースカンファレンスの意義と目的、運営と展

開過程 

事前学習 
教科書 pp.216～226 を熟読し、ケースカンファレ

ンスについて理解する。 

事後学習 
講義内容から、ケースカンファレンスに関する概

要をまとめ、理解を深める。 

  



 

 

第２０回 
ケースカンファレンスの技術② 

―ケースカンファレンスの実際 

事前学習 
教科書 pp.227～239 を熟読し、事例検討について

理解する。 

事後学習 
講義内容から、事例検討の中身に関して概要をま

とめ、理解を深める。 

第２１回 
事例研究・事例分析① 

―事例研究の目的と意義 

事前学習 
教科書 pp.268～283 を熟読し、事例研究とその目

的について理解する。 

事後学習 
講義内容から、事例研究とその目的、意義につい

ての概要をまとめ、理解を深める。 

第２２回 
事例研究・事例分析② 

―事例分析の目的と意義 

事前学習 
教科書 pp.284～291 を熟読し、事例分析の目的と

意義について理解する。 

事後学習 
講義内容から、事例分析の目的と意義についての

概要をまとめ、理解を深める。 

第２３回 

相談援助の実際① 

―社会的排除、児童虐待、DV、ホームレスに関す

る事例 

事前学習 
教科書 pp.294～305 を熟読し、それぞれの事例内

容について把握しておく。 

事後学習 
講義内容から、事例内容についての概要をまとめ、

支援のポイントを理解する。 

第２４回 

相談援助の実際② 

―認知症、滞在外国人、防災、発達障害に関する

事例 

事前学習 
教科書 pp.306～318 を熟読し、それぞれの事例内

容について把握しておく。 

事後学習 
講義内容から、事例内容についての概要をまとめ、

支援のポイントを理解する。 

第２５回 社会福祉士国家試験問題演習 

事前学習 
昨年度の相談援助に関する試験問題について確認

しておく。 

事後学習 
国家試験の過去問から相談援助について理解を深

める。 

第２６回 これまでの講義のまとめ 

事前学習 
これまで配布した資料を確認し、相談援助の内容

について復習する 

事後学習 
自己評価し、理解不足のところは知識を補い、期

末試験に備える。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「社会福祉における個人情報の保護で必要なこと」についてレポートをまとめること。 

レポート形式：A4 用紙１枚（１０００字程度） 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。提出後、添削し後日学生に返却する。その後の授業において適宜質問を受け

付ける。 

事後学習：添削されたレポートを確認してノートにまとめる。 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：「守秘義務はなぜ必要か」についてレポートをまとめること。 

レポート形式：A4 用紙１枚（１０００字程度） 

実施時期：第１４回の授業後に実施する。 

提出期限：第１５回の授業開始時に提出する。提出後、添削し後日学生に返却する。その後の授業において適宜質問を受

け付ける。 

事後学習：添削されたレポートを確認してノートにまとめる。 

 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：「福祉と ICT」についてレポートをまとめること。 

レポート形式：A4 用紙１枚（１０００字程度） 

実施時期：第２２回の授業後に実施する。 

提出期限：第２３回の授業開始時に提出する。提出後、添削し後日学生に返却する。その後の授業において適宜質問を受

け付ける。 

事後学習：添削されたレポートを確認してノートにまとめる。 

 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：「社会福祉における情報技術の効果」についてレポートをまとめること。 

レポート形式：A4 用紙１枚（１０００字程度） 

実施時期：第２８回の授業後に実施する。 

提出期限：第２９回の授業開始時に提出する。提出後、添削し後日学生に返却する。その後の授業において適宜質問を受

け付ける。 

事後学習：添削されたレポートを確認してノートにまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1160 

SBMP1160 

SNMP1160 

SCMP1160 

GEBS1102 

GELA2302 

２．授業担当教員 西村 明子・星野 弘美・村本 浄司、三田 真外 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロー

ルプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的と

している。 

演習Ⅰは「ソーシャルワークの基礎」という位置づけとなり、個人、集団、地域といった、いわゆるソー

シャルワーカーが支援の対象とするクライエントシステムについて基礎的な理解を図るとともに、働きかけ

の方法としての基本的なコミュニケーション、システムの特徴について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）自己覚知への取り組みを通じて、自分自身、集団の中での自身、また地域生活における自身について明瞭

な説明ができる。 

2）コミュニケーションの構造を理解し、基本的なコミュニケーションを実施することができる。 

3）基本的な面接技術について説明ができる。 

4）ソーシャルワーク・プロセスについて説明することができる。 

5）ソーシャルワーク実践に必要となる記録についてその特性を説明することができる。 

6）集団（グループ）の特質、グループダイナミクス、グループワークのプロセスについて説明することがで

きる。 

7）地域（コミュニティ）に関する理解と、その定義・役割、機能についてプレゼンテーションを実施するこ

とができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1.第 2 回～第 6 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 2.第 7 回～第 9 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

 

各課題について、A4 用紙 2 枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ

れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

【参考書】 

 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・7 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・7 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・7 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1・2）及び課題研究 1・2 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

オープニング（契約） 

：学習目標の明確化と規範・個人の役割の確認 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅰの
学習内容について確認する。 

事後学習 
演習を実施するうえでの個人の役割について
まとめる。 

第２回 

自己覚知（個人） 

：専門職である自己の価値観・思考傾向について理解を
促進する 

事前学習 
自分自身の価値観、思考傾向、ストレングスや
ウィークポイントについてまとめる。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、専門職を目指す自己につ

いてまとめる。 

第３回 

個人へのコミュニケーション 

：基本的コミュニケーションの理解とトータル・コミュ

ニケーションの実践 

事前学習 
基本的コミュニケーション技法についてまと

める。 

事後学習 
演習内容を踏まえて自身のコミュニケーショ
ンスキルについてまとめる。 

第４回 
面接技法 

：言語・準言語・非言語の意義と効果について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ
ンの方法についてまとめる。 

第５回 
ソーシャルワーク・プロセス 

：ソーシャルワークの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてソーシャルワーク・プロセ

スについてまとめる。 

第６回 
記録 

：客観的記述と主観的記述について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第７回 
集団（グループ）の理解 

：集団の定義、機能、構成について理解する 

事前学習 

これまでの自身の生活を振り返り、集団のメリ
ットとデメリットについて自らの考えをまと
める。 

事後学習 
演習を踏まえて集団（グループ）の定義と機能
についてまとめる。 

第８回 

グループダイナミクス 

：相互作用システムとリーダシップ理論について理解す
る 

事前学習 
グループダイナミクスについてその内容を確
認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてグループダイナミクスに

ついてまとめる。 

第９回 
グループワークのプロセス 

：グループの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2 の作成 

第１０回 
自己覚知（地域） 

：自身の生活と地域社会とのつながりについて理解する 

事前学習 
これまでの自身の生活を振り返り、地域社会と
のつながりについて想起する。 

事後学習 「コミュニティ」の特徴についてまとめる。 

第１１回 
地域の理解 

：コミュニティの定義、概念について理解する 

事前学習 
「コミュニティ」の定義・概念について内容を
確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
「ソーシャル・キャピタル」について、その内
容をまとめる。 

第１２回 

地域調査(1) 

：コミュニティ要素モデルに基づく特定の地域の調査方
法について理解するとともに調査を実践する 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 調査内容についてまとめる。 

第１３回 
地域調査報告 

：プレゼンテーションの実施（レポートの報告） 

事前学習 

プレゼンテーションの準備を行う。また、他の
グループのプレゼンテーション資料に目を通
しておく。 

事後学習 

参加者からのフィードバックを受け、報告書の
内容、また報告の方法について自己課題を明確
化する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：地域調査の成果をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 12回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義開始時までに提出する。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキストの第 1章第 15節の自己評価に取り組み、分かったことと今後の課題についてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義に担当教員から示される期日内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅱの実施に向けてソーシャルワーク演習Ⅰで取り扱った箇所の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅱ （2 単位）SNC2 

３．科目番号 

SSMP2160 

SCMP2160 

SNMP2308 ２．授業担当教員 茅野 由紀・姜 壽男・髙橋 登志子・鄭 春姫・星野 弘美 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ
れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目
的としている。 

演習Ⅱは、グループ（小集団）理論、グループ・ダイナミクス理論を基礎にして、グループワーク（集団

援助技術）の学習をする。特に、実践グループワークの方法を中心に、目標の設定方法、グループの構成方
法、グループ・プロセス、リーダーシップ、凝集性、メンバーの役割、相互作用、グループの発達段階など
を演習グループの体験を通じて学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、下記の学習目標を達成することが期待される。 

「学生自身がグループワークを使用できる最小限度の知識と技術の習得を目的とする」 

より詳細には、下記の学習目標を達成することが期待される。 

1）グループ（小集団）とは何か、その基本的知識、特性の理解ができ、明瞭な説明ができる。 

2）グループ・ダイナミクス理論とその主要概念の理解ができ、明瞭な説明ができる。 

3）グループワークの歴史的発展、目的、特質、援助技術としての位置づけについて理解ができ、明瞭な説
明ができる。 

4）グループワークの発達段階（準備期・開始期・作業期・終結期）について各々の特質の理解ができ、説

明できる。 

5）グループワークの発達段階（準備期・開始期・作業期・終結期）についてのワーカーの知識、技術、役
割、機能の理解ができ、説明ができる。 

6）グループ・プロセス（過程）の理解ができ、説明ができる。 

7）グループワークを行ううえでの最低の技術（リーダーシップ、個々のメンバーとグループ全体にどのよ
うに関わるか、プロセスの促進、凝集性の発達、葛藤の解決、コミュニケーション能力の発達など）に

関しての基本的理解ができ、説明ができる。 

8）図工、音楽、ゲーム、行事などのプログラムを媒介役として、相互作用、凝集性の促進、役割・責務の
遂行などについて理解ができ、実行することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

課題 1：自分がこれまで関わったグループ（小集団）（例；仲良しグループ、学級、高校の同窓会、勉強会、
趣味のグループ等）を題材に、次にあげるグループの特性について例をあげて説明せよ（A4/3 枚）。 

①どのような目的のグループか ②どのようにしてグループが作られたのか ③メンバーは何人か 

④どのくらいの期間、継続しているのか ⑤どのくらいの頻度で会合を開いているのか ⑥グループ
の特性は何か ⑦あなたがグループに属する理由は何か ⑧今までにグループを止めた人はいるか、
それはどのような理由からか ⑨グループの中心になっている人がいるか、それはどのような人格の

人か ⑩グループの中で意見の相違、お互いの葛藤が生じた場合、どのように相違や葛藤を解決したか 

 

課題 2：リーダーシップ理論についてその概念についてまとめよ。（A4/2 枚）。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】保田井進・硯川眞旬・黒木保博『福祉グループワークの理論と実際』、2010 年。 

【参考書】平山尚・武田丈『人間行動と社会環境』、2004 年。 

野村豊子 監訳『グループワーク入門』中央法規、2013 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、「学生自身がグループワークを使用できる最小限度の知識と

技術の習得を目的とする」という目的のもと、8 つの具体的な学習目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～2）及び課題研究 1 60％ 

2. まとめレポート（課題研究 2）  40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな
い場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加



 

 

（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 
授業中に通知します。 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
グループとは何か 
自分が体験したグループの目的、特徴、何が自分のため
になったか。グループの良い点と悪い点はなにか。 
演習Ⅱの学習目標は何か、何を、どのように学習するか。
（グループの目的と、個々のメンバーの目的は何か） 

事前学習 テキスト第 1 章（pp.2～9）の内容をまとめる 

事後学習 課題 1 の作成と提出 

第２回 

グループワークの理解の枠組み：グループの発達段階
（準備期、開始期、作業期、終結期） 
グループワークのプロセスを学習する。 
グループワークの記録の方式を学ぶ。 

事前学習 
テキスト第 6 章のうち pp.52～61を熟読しそ
の内容をまとめる。 

事後学習 
グループワークの記録について学習したこと
をまとめる。 

第３回 

新しいグループを構成する 
準備期：グループの計画 
施設・機関のニーズを知る。どのようなグループを構成
するか、参加者の募集（高齢者の孤立を解消する、児童
養護施設での行動問題がある子どもの矯正グループ、統
合失調症患者の家族のためのグループなど）。 
グループワークの計画書を作成する。 

事前学習 
テキスト第 6 章のうち pp.52～53 を熟読し、
グループ計画案を作成する。 

事後学習 
構成されたグループメンバーにてグループワ
ークの計画書を完成させる。 

第４回 
準備期 
「契約書」を作成し、ワーカーとメンバー間で交換する。 
グループワークの評価方法をきめる。 

事前学習 
テキスト p.77「評価の方法」を読み、その内
容をまとめる。 

事後学習 
講義内で用いた契約書をもとに、再度契約書
を作成し提出する。 

第５回 

開始期 
グループをどのように始めるか。「アイスブレーカー」を
用意する。 
ワーカーはグループ全体と個々のメンバーとの関係を
つくる技術（メンバーの経験を普遍化する技術、メンバ
ーのグループ・過程に参加を促進する技術）の習得。 
グループのルール（規範）について話し合う。 

事前学習 
アイスブレイクに必要なアイディアを考えま
とめる。 

事後学習 テキスト pp.53～56 の内容をまとめる 

第６回 

開始期 
「コミュニケーション技術の基本」を学習する。 
メンバーの自己開示を促進する技術の習得。 
メンバー間の思考、感情、行動を連携させる技術の習得。 
リーダーシップについて。 

事前学習 
第 6 回に事前に配布されたプリントに目を通
し、ロールプレイに必要な項目を準備する。 

事後学習 課題 2 作成と提出 

第７回 

作業期 
グループ過程を明確化する技術。プロセスの促進する技
術、凝集性を発達する技術の習得。メンバーの役割を理
解する技術、「葛藤解決技術」習得の習得。 

事前学習 
テキスト pp.56～59を熟読しその内容をまと
める。 

事後学習 
講義で取り上げた技術について 1 つを選択
し、その内容についてまとめる。 

第８回 
作業期 
「問題解決技術」と「認知再構成技術」の習得。 

事前学習 
第 8 回に事前に配布されたプリントに目を通
し、ロールプレイに必要な項目を準備する。 

事後学習 
問題解決技術もしくは認知再構成技術につい
て 1 つを選びその内容を A4 用紙 1 枚にまと
める。 

第９回 

作業期 
メンバーの役割を理解する技術の習得。 
活動（ゲーム、遊戯、図工など）を有効に使う技術の習
得。 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.62～68 を熟読し、その内
容をまとめる。 

事後学習 
教員から提示されたプログラム活動について
その内容をまとめる。 

第１０回 

作業期 
活動（ゲーム、遊戯、図工など）を有効に使う技術の習
得。 
ソシオグラム（Sociogram）を作る。 

事前学習 
プログラム活動案を作成し、講義内でメンバ
ーからフィードバックを受ける。 

事後学習 
ソシオグラムについて学習したことを用いて
家族のそれを作成する。 

第１１回 
作業期 
グループ内と外の社会資源を探し、有効に利用する技術
（例：精神障害者の家族のための心理・教育グループ）。 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.68～72 を熟読し、その内
容をまとめる。 

事後学習 
特定のグループを想定し、そのグループに提
供可能な身近で具体的な社会資源についてあ
げ、その活用と意義についてまとめ提出する。 

第１２回 
終結期 
グループの終結の準備（終結の予告をして、メンバーの
終結に対する感情の話し合い）。 

事前学習 
テキスト pp.59～61 を熟読し、その内容をま
とめる。 

事後学習 
グループで実践してみる「終結作業」を通じ
て学び、感じたことを A4 用紙 1 枚にまとめ
提出する。 

  



 

 

第１３回 グループワークの評価方法 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.73～81 を熟読し、その内
容をまとめる。 

事後学習 
実践を評価する方法について理解できたこと
と不明点を明確化する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：グループワークに関する文献を調べ、下記の「概念」の意味について自分の言葉で説明せよ。 

①グループ・ダイナミクス ②規範 ③役割 ④相互作用 ⑤凝集性 ⑥グループの発達段階 ⑦
グループワーカーの役割と機能 ⑧メンバーの役割と機能 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度） 

実施時期：第２回の講義後に実施する。レポート作成にあたっては、参考書『グループワーク入門』第 2 章（pp.71～

98）の内容を参照し、内容をまとめる。 

提出期限：第４回の講義開始時までに提出すること。 

事後学習：第４回以降のグループの展開過程において、調べた概念がどのように支援として機能するのかを考える。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク演習Ⅱで学んだことは何であって、どの程度学習目標の達成ができたか自己評価を
まとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の講義後に実施する。課題の位置づけとしては、ソーシャルワーク演習Ⅱのまとめレポートとなる。 

提出期限：第 13回の講義時に担当教員より示される提出期限内に提出すること。 
事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅲの実施に向けて、ソーシャルワーク演習Ⅱで取り扱った内容の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅱ ※P/編（2 単位） 

３．科目番号 
SPMP2361 

GELA2302 
２．授業担当教員 谷口 恵子 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1年次から 4年次まで断続的に学習するよう構成

されている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、

ロールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを

目的としている。 

演習Ⅱは「ソーシャルワークの展開」という位置づけとなり、ソーシャルワーク演習Ⅰで学習したクラ
イエントシステムに関する理解を踏まえて、ソーシャルワーク・プロセスの展開とプロセスにおいて活用

される面接やプログラム分析、アウトリーチやチームアプローチといった技術についてトレーニングする。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ケースワークのプロセスについて説明ができる。 

2）基本的な面接技術について実践できる。 

3）グループワークのプロセスと、ソーシャルワーカーの役割について明瞭な説明ができる。 

4）グループワークにおける専門技術について実践できる。 

5）コミュニティワークのプロセスについて説明ができる。 

6）アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発といった援助技術

についてその目的と方法について説明ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題 1.第 2回～第 5回の演習内容を踏まえて、ケースワークのプロセスと必要な面接技術について学んだ

ことをまとめなさい。 

課題 2.第 6回～第 8回の演習内容を踏まえて、グループワークのプロセスとそれぞれの局面でのワーカー

の役割、また必要とされる技術について学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 9 回～第 14 回の演習内容を踏まえて、「アウトリーチ」「チームアプローチ」「ネットワーキン

グ」について学んだことをまとめなさい。 

各課題について、A4用紙 2枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示
されている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2019 

【参考書】 

 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

・6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・6つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ること

を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって
報告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな

い場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加
（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けら

れた場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



 

 

第１回 
オリエンテーション 
ソーシャルワーク演習Ⅱの進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅱの
学習内容について確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰでの学習を踏まえ、ソ

ーシャルワーク演習Ⅱの自己の学習目標を明
確にする。 

第２回 人間（個人）の理解 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
バイオ・サイコ・ソーシャルがどのようなこと

を意味するのかを言語化できるようにする。 

第３回 面接技法②（姿勢と態度） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における、あるべき姿勢と態度につい
てまとめる。 

第４回 面接技法③（トータル・コミュニケーション） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ
ンの方法についてまとめる。 

第５回 
ソーシャルワークのプロセス② 
ソーシャルワーカーの役割を理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1の作成 

第６回 グループワークにおけるワーカーの役割 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
グループワーク実践におけるワーカーの役割
についてまとめる。 

第７回 グループワーク技法①（準備期・開始期） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
グループワークにおける準備期・開始期に必要

となる技術についてまとめる。 

第８回 グループワーク技法②（作業期・終結期） 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2の作成 

第９回 アウトリーチ 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 アウトリーチの意義と方法についてまとめる。 

第１０回 チームアプローチ 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
チームアプローチの意義と方法についてまと
める。 

第１１回 コーディネーション 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、グループワークのプロセ

スについてまとめる。 

第１２回 ネットワーキング 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
ネットワーキングの意義と方法についてまと
める。 

第１３回 社会資源の活用・調整・開発 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 3の作成 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：テキストの第 2章第 9節に取り組み、理解できたこと、理解が不十分なことについてまとめなさ

い。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 8回の講義後に実施する。 

提出期限：第 9回の講義開始時に提出する。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるため

に教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキストの第 2章第 15節の「まとめ」に取り組み、分かったことと今後の課題についてまとめなさ

い。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義に担当教員から示される期日内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅲの実施に向けてソーシャルワーク演習Ⅱで取り扱った箇所の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2161 

SCMP3460 

SPMP3461 

SBMP3460 

SNMP3460 

SSMP3160 

PSMP3460 

２．授業担当教員 姜 壽男 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ
ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目
的としている。 

演習Ⅲでは、ケースワークの基本技術として、他者理解と自己理解について考えることから、人間関係形
成に必要な技術、また基本的な面接技術とコミュニケーションに焦点をあてて、必要な専門知識と技術を学
習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、下記の目標達成をすることが期待される。 

1）人間行動に関する心理学理論について理解を深め、その概要を説明することができる。。 

2）クライエントに対する姿勢について理解を深め、実践することができる。 

3）基本的コミュニケーション技法について理解し、実践することができる。 

4）基本的応答技法について理解し、実践することができる。 

5）面接技法について理解し、それを用いてクライエントの問題や課題をアセスメントすることができる。 

6）以上のことを総合的に理解し、ソーシャルワークにおける面接を展開することができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポー
ト課題 

課題 1：面接における基本的応答技法について、技法がもたらす効果について簡潔に説明しなさい（第 9・
10回の学習をまとめる） 

課題 2：事例を用いて面接を実施し、自らの面接技術に関し他者からの評価を受け、また自己評価を行う 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規、2015

年。 

【参考書】平山尚 ほか著『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、2005 年。 

平山尚、武田丈『人間行動と社会環境』ミネルヴァ書房、2004 年。 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 第 7 巻）』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 
・ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、社会福祉士・精神保健福祉士として専門的なケースワーク、
面接が提供できるか。またそのために設定された具体的な目標 6つを達成することができたか。 

○評定の方法 
1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 
2. まとめレポート  40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 
1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 
2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報
告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな

い場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 
5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 
 

教員は以下のことを実行する。 
1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 
2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加
（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

ソーシャルワーク演習Ⅱの振り返り 
ソーシャルワーク演習Ⅲのねらいと単元の解説 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱでの学びをレポートにまと
める。 

事後学習 
参考書『人間行動と社会環境』第 2 章（pp.10～33）

を熟読し、その内容をまとめる。 



 

 

第２回 

人を理解する 
心理社会理論について学習する：心理社会理論
の主要概念について理解を深める 

人間の発達過程について理解を深める 
事例を用いて人間行動に関して心理社会理論を
使用して分析・検証する 

事前学習 
参考書『人間行動と社環境』第 4 章（pp.64～88）を

熟読し、その要点をノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会理論について口頭で説明ができるよう、その

内容を確認する。 

第３回 

ソーシャルワークにおける面接の目的・特性理
解 
「会話」と「面接」の相違点について理解し、面

接の形態（構造化面接と生活場面面接）、面接実
施の基盤となる考え方について理解を深める 

事前学習 テキスト pp.100～111 を読みその内容をまとめる。 

事後学習 
「会話」と「面接」の相違点について口頭で説明でき
るよう、学習内容をノートにまとめる。 

第４回 

クライエントに対する姿勢：距離について考え
る 
人と人が話をする際の距離についてロールプレ

イを通じて学習する 

事前学習 

自分自身の日常生活を振り返り、人と接する際の距離
について考え、どのような距離感をもっているかをノ

ートにまとめる。 

事後学習 
クライエント支援にあたり適切な距離とは何か演習
を通じて学んだことをレポートにまとめ提出する。 

第５回 

クライエントに対する姿勢：バイスティックの 7
原則の実践 
専門的対人援助関係形成のための原則について

再確認する 

事前学習 
バイスティックの 7 つの原則について、その内容を調

べ、まとめる。 

事後学習 
クライエント支援にあたり、その人間関係形成とバイ
スティックの 7 原則との関係性をノートにまとめる。 

第６回 

面接における技術：面接におけるコミュニケー

ションについて理解する 
基本的コミュニケーション技法について、その
原則について理解を深め、ロールプレイを用い

て習得する 

事前学習 

自分自身の日常を振り返り、コミュニケーションの特
質（癖や傾向）について気づいたことをノートにまと

める。 

事後学習 

基本的コミュニケーション技法について、ロールプレ
イを通じて自覚した自身の課題についてレポートに

まとめ提出する。 

第７回 

面接における技術：言語的コミュニケーション

と非言語的コミュニケーション 
言語・非言語的コミュニケーションの意義を理
解し、その活用方法についてロールプレイを用

いて実践する 

事前学習 
自分自身の日常を振り返り、非言語的コミュニケーシ

ョンについて気づいた事をノートにまとめる。 

事後学習 

言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケー
ションについて、ロールプレイを通じて自覚した自身
の課題についてノートにまとめる。 

第８回 

面接における技術：基本的応答技法について理

解する（1） 
「反射」について理解し、技術を習得する 
単純な反射、言い換え、要約、明確化についてロ

ールプレイを用いて技術を習得する 

事前学習 
テキスト pp.112～116 を熟読したうえで、p.112 表 2-

2 の該当技術について確認する。 

事後学習 
ロールプレイを通じて確認できた「反射」に関する自
己評価（できた点と課題点）をノートにまとめる。 

第９回 

面接における技術：基本的応答技法について理
解する（2） 

「感情の反射」「適切な質問」について理解し、
技術を習得する 
感情の反射、開かれた質問と閉ざされた質問、状

況に即した質問についてロールプレイを用いて
技術を習得する 

事前学習 
テキスト pp.112～116 を熟読したうえで、p.92 表 2-

2 の該当技術について確認する。 

事後学習 

ロールプレイを通じて確認できた「感情の反射」「開
かれた質問と閉ざされた質問」に関する自己評価（で

きた点と課題点）をノートにまとめる。 

第１０回 
事例に基づくアセスメント面接の実施（1） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行う 

事前学習 
第 10 回までに学んだことを振り返り、コミュニケー
ションと応答技法についてノートにまとめる。 

事後学習 面接結果をアセスメントシートにまとめる。 

第１１回 
事例に基づくアセスメント面接の実施（2） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行う 

事前学習 
第 9 回で行った面接を振り返り、面接を行う際の自身
の課題についてノートにまとめる。 

事後学習 面接結果をアセスメントシートにまとめる。 

第１２回 

事例に基づくアセスメント面接及びプランニン

グの実施（1） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行い、そ
れに基づきプランニングをする 

事前学習 
面接のロールプレイを実施し、明らかとなった自己の
課題について明確にし、ノートにまとめる。 

事後学習 アセスメント面接結果をもとにプランニングを行う。 

第１３回 

事例に基づくアセスメント面接及びプランニン
グの実施（2） 

事例を基に実際にアセスメント面接を行い、そ
れに基づきプランニングをする 

事前学習 
第 13 回で行った面接を振り返り、面接を行う際の自
身の課題についてノートにまとめる。 

事後学習 アセスメント面接結果をもとにプランニングを行う。 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：個人（人）を理解する上で必要となる精神分析理論について、その主要概念について説明しなさい。 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度）。参考書『人間行動と社会環境』第 3章 1（pp.35～38）を熟読し、その内

容をまとめる。 

実施時期：第 1回の講義後に実施する。 

提出期限：第 3回の講義開始前までに提出すること。 

事後学習：人に関わる（人を特徴づける）理論について理解できたことを、面接の実施の際に想起できるよう、学習内

容を言語化する。不明な点については、担当教員からスーパービジョンを受けること。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク演習Ⅲで学んだことは何であって、どの程度学習目標の達成ができたか。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 
実施時期：第 13回の講義後に実施する。課題の位置づけとしては、ソーシャルワーク演習Ⅱのまとめレポートとなる。 
提出期限：第 13回の講義時に担当教員より示される提出期限内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅳ、またソーシャルワーク実習の実施に向けてソーシャルワーク演習Ⅲで取り扱った

内容の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅳ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3161 

SNMP4461 

SCMP4461 

SBMP3461 

PSMP3461 

２．授業担当教員 青木 正・大嶋 泰子・中里 哲也・久次 奈美・藤島 薫 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れています。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、

ロールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目

的としています。 

演習Ⅳでは、実践モデルやアプローチに関する相談援助演習を中心に、今までに学習した内容を総合的に

学習し理解を深めます。具体的には、ソーシャルワークに関する理論やアプローチを事例などを通して修得

します。また社会福祉士国家試験問題等を参照し、関連する知識や理論についても学習を深めます。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、下記の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：ソーシャルワークに関する理論やアプローチの特徴やポイントについて、明瞭な説明をすることがで

きる。 

目標2：事例等を通して、理論やアプローチの実際をイメージすることができる。 

目標3：グループ活動や他者との意見交換などを通して自己の思考を整理し、発表することができる。 

目標4：社会福祉士国家試験問題等を参照して、知識や理論に対する理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：問題解決アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 2：行動変容アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 3：家族システム論について、理論の視点とポイントをレポートにまとめる。 

※上記課題につき、すべて A4 用紙 40 文字×30 行×2 枚以内（科目名、提出日、学籍番号、氏名などを明

記すること） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規出版、2015 年。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『相談援助の理論と方法Ⅱ』第 3 版、中央法規出版、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、社会福祉士として求められる実践理論（実践アプローチ）を

クライエントに提供できる。そのために設定された具体的目標（4 つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 

2. 演習への参加度・取り組み  40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としています。目的達成のため、受講生は以下の条件を守って下さい。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講しましょう。受講生には積極的な態度を望みます。 

2． 自ら進んで教員に質問しましょう。理解できないことをそのまま放っておかないようにしましょう。 

3． 授業は欠席、遅刻、早退をしないで下さい。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面

をもって報告して下さい。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られ

ない場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意して下さい。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話などの操作は緊急時以外、絶対にしないで下さい。 

 

また教員は、以下のことを実行します。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作ります。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

  



 

 

第１回 

オリエンテーション（ソーシャルワーク演習Ⅳのね

らいと単元の解説、授業の進め方について解説し

ます） 

医学モデル・社会モデル・生活モデル① 

（医学モデル・社会モデル・生活モデルの概要につ

いて理解する） 

事前学習 
テキスト pp.182～185、また参考書 pp.137～142

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
演習内容を整理し、テキストの該当箇所を再確認

する。 

第２回 

医学モデル・社会モデル・生活モデル② 

（3 つのモデルのうち、特に生活モデルについて事

例を通じモデルの実践について理解を深める） 

事前学習 

テキスト pp.182～185 を熟読し、事例の理解に必

要な用語や法制度について調べ、ノートにまとめ

る。 

事後学習 
生活モデルのポイントについてノートにまとめ

る。 

第３回 

心理社会的アプローチ① 

（心理社会的アプローチの概念について理解を深

める） 

事前学習 
テキスト pp.190～193、また参考書 pp150～152

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第４回 

心理社会的アプローチ② 

（ビネットを通して支援目標の設定と介入時の技

法内容について学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.190～193 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会的アプローチのポイントについてノート

にまとめる。 

第５回 

問題解決アプローチ① 

（問題解決アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.194～199、また参考書 pp.156～158

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第６回 

問題解決アプローチ② 

（ビネットを通して問題解決アプローチのプロセ

スとその利点と課題を学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.194～199 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 1 の作成（授業内で示された提出期限厳守）。 

第７回 

危機介入アプローチ① 

（危機介入アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.200～205、また参考書 pp.162～164

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第８回 

危機介入アプローチ② 

（ビネットを通して危機介入アプローチの危機的

状況のアセスメントについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.200～205 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートまとめる。 

事後学習 
危機介入アプローチのポイントについてノートに

まとめる。 

第９回 

行動変容アプローチ① 

（行動変容アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.206～209、また参考書 pp.165～167

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１０回 

行動変容アプローチ② 

（ビネットを通して行動変容アプローチの考えた

かと相談援助のプロセスについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.206～209 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 2 の作成（講義内で示された提出期限厳守）。 

第１１回 

ナラティブアプローチ① 

（ナラティブアプローチの概念について理解を深

める。） 

事前学習 
テキスト pp.220～225、また参考書 pp.178～181

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１２回 
家族システム論① 

（家族システム論の概念について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.226～231 を熟読し、理念の概念につ

いてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１３回 

家族システム論② 

（家族システム論の視点と相談援助のプロセスに

ついて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.226～223 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 3 の作成（講義内で示された提出期限厳守） 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：テキスト pp.186～189、また参考書 pp.140～142 を熟読し、ストレングスアプローチの概念について

まとめなさい。ストレングスモデルのポイントについてノートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度） 

実施時期：第 2回の講義後に実施する。 

提出期限：第 3回の講義開始時に提出する。 

事後学習：ストレングスモデルのポイントについてノートにまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキスト pp.220～225を熟読し、ビネットを通してナラティブアプローチのドミナントストーリーの

弊害とオルタナティブストーリー可能性についてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度） 

実施時期：第 11回の講義後に実施する。 

提出期限：第 12回の講義開始時に提出する。 

事後課題：ナラティブアプローチのポイントについてノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅴ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP4162 

SNMP4462 

SCMP4462 

SBMP4462 

PSMP4462 

２．授業担当教員 上野 義光・大嶋 泰子・久次 奈美 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと、1 年次から 4 年次まで断続的に学習するように

構成されています。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面

接技法、ロールプレイ、モデリング等の多彩な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習す

ることを目的としています。 

 演習Ⅴでは、さまざまな事例を用いて、そこにみられる「人間と環境」または「環境の中の人間」への

介入の視点から、エコ・システム論に準拠し、事例における(1)問題認知（問題そのものの理解）、(2)関連

するデータの分析（問題背景の理解）、(3)仮説の設定（「～ならば～である」とするワーカーの仮説）、(4)

実践理論及び実践モデルの検討（問題に最適だと考えられる理論及びモデルの検討）、(5)目標、目標計画及

び介入計画（具体的目標や目標達成に向けた計画の策定）(6)介入（相談援助の実践）(7)評価（実践評価）

（８）終結（援助終了）の援助過程から学習します。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅴが終了した段階で、次の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：授業内容にある事例の相談援助を、エコ・システム論に準拠して理解することができるようにな

る。 

目標2：授業内容にある事例の中に含まれる、環境の調整（マネジメント）、多職種連携による介入（チー

ムアプローチ）、利用者のもつ力（ストレングス）の視点、社会生活モデル等を、具体的に説明で

きるようになる。 

目標3：自らの相談援助の場面を想定して、目標1、目標2を統合した援助方法がイメージできるようにな

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題 1：前半部に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」の中から、

レポートを作成してもらいます。事例の選択は教員より指示があります。 

     A4 用紙 40 文字×25 行×3 枚以内 

課題 2：後半部に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」の中から、

レポートを作成してもらいます。事例の選択は教員より指示があります。 

     A4 用紙 40 文字×25 行×3 枚以内 

まとめレポート：事例に対する相談援助実践に関するまとめレポートの作成を課す。詳細については授業

内にて提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規、2015 年。 

【参考書】平山尚 ほか著『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、2005 年。 

障害者相談支援従事者初任研修テキスト編集委員会編 

『改訂 障害者相談支援従事者初任研修テキスト』中央法規。 

恩賜財団母子愛育会子ども家庭総合研究所編『子ども虐待対応の手引き』有斐閣。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅴが終了した時点で、相談援助演習の最終段階として総合的・包括的な支援の在

り方を理解できる。そのために設定された具体的目標（3 つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～2） 50％ 

2. まとめレポート  50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ること

を目的としています。そのため受講生は次の条件を守ってください。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って積極的な態度で受講する。 

2． 自ら進んで教員に質問する。理解できないことはそのまま放っておかない。 

3． 欠席、遅刻、早退をしない。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報告

する。 

4． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしない。 

 

教員は以下の方針で授業を行います。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 双方向対話型の学習によりディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発言、発表

等）できるよう環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けら

れた場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 



 

 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方等） 
障害者の就労支援に関する相談援助 ① 
※ 障害者の就労支援に関する相談援助事例をもとに、障害者

の就労支援では、職場（環境や集団）や地域環境に対する
調整と本人に向けられた支援とが並行してなされる必要の
あることを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 25 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.268～271 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第２回 
障害者の就労支援に関する相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 1 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第３回 

家庭内暴力（DV）に関する相談援助 ① 
※ DV（ドメスティック・バイオレンス）に関する相談援助事

例をもとに、DV とはどのようなものか、その特質を理解
し、「DV 防止法」をもとに DV が被害者に及ぼす影響と、
被害者が直面する生活問題について学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 28 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.280～283 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第４回 
家庭内暴力（DV）に関する相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 5 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第５回 

(被)虐待児童への相談援助 ① 
※ 発達障害児童への虐待に関する相談援助事例をもとに、発

達障害とネグレクト（育児放棄）が結びついた児童に対し、
児童養護施設等の受け皿（環境）と児童のもつ力（ストレ
ングス）を調整しながら支援することを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 30 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.288～291 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第６回 
(被)虐待児童への相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 7 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第７回 

低所得者への相談援助 ① 
※ 低所得者への相談援助事例をもとに、低所得・貧困問題を

抱えた利用者に対して、利用者自身のもつ能力を引き出す
とともに、各種の社会制度・施策、社会サービスなどの社
会資源（環境）を活用しながら自立に向けた支援展開を学
習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 34 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.312～315 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第８回 
低所得者への相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 9 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第９回 

要介護高齢者とその家族への相談援助 ① 
※ 要介護高齢者とその家族への相談援助事例をもとに、要介

護高齢者の介護問題だけでなく、高齢者を抱える家族支援
のあり方について学習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 37 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.326～329 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１０回 
要介護高齢者とその家族への相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 11 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第１１回 

身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助 ① 
※ 身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助事例をもと

に、障害者の自立とは何を意味するのかを把握した上で、
自立生活に欠かせない社会資源調整や人々の意識変革に向
けての働きかけの内容を、国際生活機能分類の「社会生活
モデル」に基づいて学習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 38 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.330～335 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１２回 
身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 13 回の宿題について内容を精査し、
ディスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第１３回 
まとめ 
※ 第 1 回～第 14 回授業を振り返り、援助の重要ポイントを

押さえる。 

事前学習 
授業で配布されたレジュメ、事前・事後
学習ノートの内容を整理し、ソーシャル
ワーク演習Ⅴでの学びをまとめる。 

事後学習 援助の重要ポイントについてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回から第 6回に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」に

関するレポートを作成しなさい。なお、事例の選択については教員より指示する。 

レポート形式：A4用紙 40文字×25行×3枚以内 

実施時期：第 6回の講義後に実施する。 

提出期限：第 8回の講義開始時に提出する。 

事後学習：「演習課題」「学習方法」で理解した事項についてまとめ、異なる事例や実践での活用を考察する。 

  



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回から第 12回に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」に

関するレポートを作成しなさい。なお、事例の選択については教員より指示する。 

レポート形式：A4用紙 40文字×25行×3枚以内 

実施時期：第 12回の講義後に実施する。 

提出期限：担当教員から示される期日内に提出すること。 

事後学習：「演習課題」「学習方法」で理解した事項についてまとめ、異なる事例や実践での活用を考察する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（P/B/C/N/J/SBP 編）（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2180 

SCMP3480 

SBMP3480 

SNMP3480 

SSMP2180 

PSMP2480 

２．授業担当教員 姜 壽男・大門 俊樹・西村 明子・山脇 敬子 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する
よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後
指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰでは、専門職養成における実習の意義、法的な位置づけ、どのように実習が

展開されるのかという基本的学習を中心として、実習に必要な知識を学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の法的位置づけとその内容について明確に説明できる。 

3）社会福祉士とソーシャルワーカーとの関係性について口頭、もしくは文書で説明ができる。 

4）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）施設・機関における相談援助業務について説明できる。 

5）実習におけるリスクマネジメントについて理解する。 

6）スーパービジョンの意味と機能について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

課題 1：相談援助実習において求められる実習内容と本学の実習（ソーシャルワーク実習）目標を相互に理
解し、実習において実施すべき内容をまとめなさい。 

課題 2：実習を希望する実習種別に関して、その希望動機と関連法令、規定されたサービス内容についてま

とめなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014

年。 

     東京福祉大学『学習の手引き』※講義にて配布 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』 ※講義にて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の法的位置づけとその内容について明確に説明できる。 

3. 社会福祉士とソーシャルワーカーとの関係性について口頭、もしくは文書で説明ができる。 

4. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）施設・機関における相談援助業務について説明できる。 

5. 実習におけるリスクマネジメントについて理解する。 

6. スーパービジョンの意味と機能について説明できる。 
○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 
2. 課題 2  30％ 
講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の取得を認めない。 
また、本学規定により、本講義未収得者への実習配属は行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報
告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな
い場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加
（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅰのねらいと単元の解
説、講義の進め方についての説明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導用のノート（もしくは
ファイル）を準備し、併せてテキスト「はじめに」

を熟読する。 

事後学習 
テキスト「はじめに」を熟読し、相談援助実習の
仕組みと内容についてノートにまとめる。 

配布物 

『ソーシャルワーク実習の手引き』、『ソーシャル

ワーク実習・精神保健福祉援助実習 学習の手引
き』、学生調査票 



 

 

第２回 

・実習前中後の流れ（全体像）と指導体制について
理解する 

（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

使用） 

・実習に関する基本的ルールの確認 

 （東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

使用） 

事前学習 実習で学びたいことをノートにまとめる。 

事後学習 

「社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き」
を参照に東京福祉大学の実習の仕組み（全体像）

についてまとめる。 

第３回 

・相談援助実習の位置付けについて理解する（テキ
スト pp.2～18）： 

専門職養成において実習を実施することの意味・意
義について理解を深める 

事前学習 テキスト pp.2～18 を熟読する 

事後学習 
実習における実習生の役割についてノートにま
とめ提出する。 

第４回 

・「相談援助実習ガイドライン」及び東京福祉大学に
おける実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシ
ャルワーク実習）の理解（テキスト pp.19～34 及び

ソーシャルワーク実習の手引き使用）： 

相談援助実習において求められる実習内容と本学の
実習目標を相互に理解し、実習目標への理解を深め

る 

事前学習 
テキスト pp.19～34 を参照のうえ、相談援助実習
に求められる内容についてノートにまとめる。 

事後学習 

テキスト pp.19～34 を参照のうえ、実習の中で行
うべき事項についてノートにまとめる。 

課題 1 の作成 

第５回 

・「相談援助実習」（ソーシャルワーク基礎実習及び
ソーシャルワーク実習）が可能な施設・機関の紹介

と説明（テキスト pp.55～59 及び東京福祉大学「ソ
ーシャルワーク実習の手引き」使用）：法定施設・機
関の紹介と希望種別の選択 

 

事前学習 
テキスト pp.55～59 を熟読し、実習先施設・機関
の範囲について理解を深める。 

事後学習 
実習希望種別を選別しするとともにその動機に
ついてノートにまとめる。 

第６回 

・実習の場と相談援助の内容（テキスト pp.60～68）： 

フィールド・ソーシャルワークとレジデンシャル・
ソーシャルワークについて理解し、そのソーシャル
ワーク機能についての理解を深める。 

・実習形態に関する理解（テキスト pp.65～68）： 

各種実習形態のメリットとデメリットを理解する。 

事前学習 

テキスト pp.60～68 を熟読し、フィールド・ソー

シャルワーク、レジデンシャル・ソーシャルワー
クのメリット、デメリットを箇条書きにしてノー
トにまとめる。 

事後学習 
実習先施設・機関におけるリスクマネジメントに
ついて学びをノートにまとめる。 

第７回 

・契約関係のなかにある実習（テキスト pp.70～88）： 

実習契約関係と実習におけるリスクマネジメントに
ついて学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.70～88 を熟読し、実習における 4 者
関係についてノートにまとめる。 

事後学習 
実習における4者関係において実習生の果たすべ

き役割についてノートにまとめる。 

第８回 

・スーパービジョンの理解（テキスト pp.90～102）： 

「スーパービジョン」の意味と機能について理解を

深める 

事前学習 
テキスト pp.90～102 を熟読し、スーパービジョ

ンの機能についてノートにまとめる。 

事後学習 
スーパーバイジーのあるべき姿勢についてノー
トにまとめる。 

第９回 

・事前学習として実習先を理解する意義について
（テキスト p.103）：  希望種別に関する事前学習

レポートをまとめる（課題 1） 

・社会福祉士資格取得に関する動機及び実習先種別
に対する動機の明確化 

事前学習 実習希望種別に関する情報を収集する。 

事後学習 課題 1 の作成（講義内で示される提出期限厳守）。 

第１０回 
・実習施設・機関の基本的理解： 

個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 希望種別に関するプレゼンテーションの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックをま

とめる。 

第１１回 
・実習施設・機関の基本的理解： 

個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 希望種別に関するプレゼンテーションの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックをま
とめる。 

第１２回 
・実習施設・機関の基本的理解： 

個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 希望種別に関するプレゼンテーションの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックをま
とめる。 

第１３回 
・学習のまとめ 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた自己課題
についてまとめる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた自己課題
についてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーカーとしての社会福祉士について理解（テキスト pp36～54）：社会福祉士とソーシ

ャルワーカーとの関係、社会福祉士の役割についてまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 4回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 5回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅰの担当教員からの添削を受け、不明な点を明らかにする。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキスト pp.36～54 を参照のうえ、実習の中で価値・倫理、知識、技術をいかに形成すべきかレポー
トにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 5回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 6回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅰの担当教員からの添削を受け、不明な点を明らかにする。 

 

 

 

 

 



 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第９回 

・スーパービジョンの理解（テキスト pp.90～102）： 

「スーパービジョン」の意味と機能について理解を

深める 

事前学習 
テキスト pp.90～102 を熟読し、スーパービジョン

の機能についてノートにまとめる。 

事後学習 
スーパーバイジーのあるべき姿勢についてノート

にまとめる。 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅠ 

第１０回 

・事前学習として実習先を理解する意義について
（テキスト p.103）：  希望種別に関する事前学習
レポートをまとめる（課題 1） 

・社会福祉士資格取得に関する動機及び実習先種別
に対する動機の明確化 

事前学習 実習希望種別に関する情報を収集する。 

事後学習 実習コンピテンス問題パートⅠ テスト 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅠ及び解答用紙 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（S） （2 単位） 

３．科目番号 SSMP3181 

２．授業担当教員 
熊谷 大輔・中里 哲也・中土 純子・西村 明子 
藤島 薫・水島 正浩 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク
実習を軸として継続的に展開するよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報
収集、文献調査、グループ討議、ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能

の具体的な学習、また実習前・中・後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱでは、ソーシャルワーク基礎実習の実施を軸として、実習実施、また実践
に必要な援助技術及び関連技術について学習するとともに、ソーシャルワーク実習の実施に向けて課題の

明確化、また課題達成に必要な知識及び技術について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）実習施設・機関に関する法的根拠、サービス内容、サービス利用者の特質について理解する。 

2）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術修得のための具体的方法について理解する、 

3）ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 

4）記録について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題 1：実習施設・機関の施設概要についてまとめる。 

課題 2：ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』（第 2 版）、中央法規、2014 年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配
布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 実習施設・機関に関する法的根拠、サービス内容、サービス利用者の特質について理解する。 

2. 相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術修得のための具体的方法について理解する、 

3. ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 

4. 記録について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 

 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ること
を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって
報告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな
い場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加
（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けら
れた場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

  



 

 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅰの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの講義内容、進め方の説

明： 

シラバスを用いて今後の講義の進め方、また実習（ソーシ

ャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実習）との関

連、各実習の実施について、「ソーシャルワーク基礎実習

シラバス」を配布し説明する 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて用いたノ

ート（ファイル）の内容を確認し、自己課題

について明確化したうえで講義に臨む。 

事後学習 

講義での話し合いを踏まえ、ソーシャルワー

ク基礎（またソーシャルワーク実習）実施上

の課題についてノートにまとめる。 

配布物  

第２回 

・ソーシャルワーク基礎実習 施設概要の作成：施設概要

作成に関する説明 

・ソーシャルワーク基礎実習研究課題の作成に関する説

明 

事前学習 実習施設・機関に関する資料を整理する。 

事後学習 施設概要の作成（課題 1） 

配布物  

第３回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.160～181）：第 1 節～第 3 節 

・ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）の理

解：ソーシャルワーク基礎実習の目的と実習の全体像につ

いて内容を確認 

事前学習 
テキスト pp.160～181 を読み、実習活動につ

いて理解を深める。 

事後学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）

を作成する。 

第４回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.182～202）：第 4 節～第 6 節 

・ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）の作

成：ソーシャルワーク基礎実習について理解を深めるたえ

にプログラム（案）を作成してみる。 

事前学習 
テキスト pp.182～202 を読み、実習活動につ

いて理解を深める。 

事後学習 
作成したプログラム（案）について実習指導

担当教員から添削を受ける。 

第５回 
・ソーシャルワーク実習の目的と内容の理解：ソーシャル

ワーク実習の全体像と目的、課題について理解する 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」p.9 を熟読する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習においてすべきこと

がらについてノートにまとめ、口頭で説明で

きるようにする。 

第６回 
・実習記録の理解：実習記録の意義、記入方法、取扱い等

に関する説明と書き方演習（テキスト pp.226～238） 

事前学習 
テキスト pp.226～238 を読み、記録の意義、

内容について理解を深める。 

事後学習 
実習記録の形式を用いて日常の出来事を記

録する。 

第７回 

・実習スーパービジョン・巡回指導の理解（テキスト

pp.239～252）：巡回指導の目的と内容、スーパービジョン

について理解する 

・実習巡回教員への提出書類の作成について： 

ソーシャルワーク実習の巡回担当教員へ提出する調書の

作成について説明を受ける。 

事前学習 

テキスト pp.239～252 を熟読し、実習スーパ

ービジョンの目的と受け方についてノート

に概要をまとめる。 

事後学習 
実習巡回指導教員への挨拶用紙を作成し、実

習巡回教員への挨拶と打合せを行う。 

第８回 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理解

（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」・「社会

福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き」使用）： 

実習目標と目標を達成するための展開方法について説明

を受ける。 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」pp.20～の実習プログラミングの実習先

該当箇所に目を通す。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習の実習目標及びその

展開についてまとめる。 

配布物  

第９回 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理解

（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」・「社会

福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き」使用）： 

実習目標と目標を達成するための展開方法について説明

を受ける。 

・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作

成し、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員

から添削を受ける。 

事後学習 
添削されたソーシャルワーク実習プログラ

ム（案）を修正する。 

第 10 回 ・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作

成し、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員

から添削を受ける。 

事後学習 
添削されたソーシャルワーク実習プログラ

ム（案）を修正する。 

第 11 回 ・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作

成し、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員

から確認を受ける。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員と協

議した実習プログラム（案）を、実習先指導

者へ提出、協議を行う（ソーシャルワーク実

習事前訪問の実施）。 

配布物  

第 12 回 

・ソーシャルワーク実習目標に関する発表： 

ソーシャルワーク基礎実習研究課題 5 について、レポート

内容に関する報告を行う。 

事前学習 
報告のための資料準備とレポート内容の確

認を行う。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック

をまとめる。 



 

 

第 13 回 

・ソーシャルワーク実習に向けて最終確認：事故、緊急時

対応、保険、注意事項、評価、記録の提出等について 

・実習における契約構造の説明と実習生の義務・権利につ

いて確認 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」pp.38～42・p.54 を熟読し、実習中の留

意事項について理解する。 

事後学習 
実習生の義務と権利について学習したこと

をノートにまとめる。 

配布物  

課題研究

１ 

課題研究テーマ：実習施設・機関の施設概要についてまとめる。 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習記録の「施設概要」の用紙を用いる。 

実施時期：第 2回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 3回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅱの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成する。 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習記録の「ソーシャルワーク実習プログラム（案）」の用紙を用いる。 

実施時期：第 9 回から第 11 回の講義を通じてソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員からの添削とスーパービジョンを

受けたうえで作成する。 

提出期限：第 12回講義時までには提出すること。 

事後学習：作成されたソーシャルワーク実習プログラム（案）について、口頭で説明ができるようにすること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅲ（C/N） （2 単位） 

３．科目番号 
SCMP4482 

SNMP4482 
２．授業担当教員 大門 俊樹 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開す

るよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、

ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・

後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲでは、社会福祉実践に必要な知識と技術習得のための実習計画の作成、記

録の技法等、実習実施のための学習とともに、実習後指導を通じて実践評価を行い、実践上の課題を明確

にする。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について

明確に説明することができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4）実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

5）実習実施後の総括を踏まえ、実践に向けた自己の課題を明確に文書化できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題 1：実習配属施設・機関の施設概要について規定の書式にまとめなさい。 

課題 2：ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作成 

課題 3：実習報告書の作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014 年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

                      ※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術につい

て明確に説明することができる。 

2. 実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3. 記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4. 実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

5. 実習実施後の総括を踏まえ、実践に向けた自己の課題を明確に文書化できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  20％ 

2. 課題 2  20％ 

2. 課題 3（実習報告書） 30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ること

を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって

報告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな

い場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加

（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けら

れた場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

  



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲの講義内容、進め方の説
明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱで作成した課題 1

を読み返し、修正箇所等を改善し講義に持参す
る。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習の実施に至るまでに取
り組むべき自己課題についてノートにまとめ
る。 

第２回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.56～68 及び 141

～158） 

望まれる相談援助実習の在り方（3段階実習プログラム）

を踏まえてソーシャルワーク実習にて学ぶべき内容に
ついて理解する 

・ソーシャルワーク実習 施設概要の作成（課題 1）： 

施設概要作成に関する説明 

事前学習 

テキスト pp.167～175 を熟読し、「3 段階実習
プログラム」についてノートに概要をまとめ

る。 

事後学習 

3段階実習プログラムと本学のソーシャルワー
ク実習とを比較し、本学のソーシャルワーク実

習における 3 段階のあり方についてノートに
まとめる。またそれぞれの段階で行いたい事柄
を書き出す。 

第３回 

・ソーシャルワーク実習 施設概要の作成（課題 1）： 

施設概要作成 

・実習計画（本学では「実習プログラム（案）とする」）
の作成（テキスト pp.182～186）： 

実習プログラム（案）の意義と作成についての理解を深

める 

事前学習 
テキスト pp.182～186 を熟読し、実習計画の
意義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
作成した施設概要について、教員から添削を受
ける。 

第４回 

・ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作成

（課題 2）： 

実習プログラム（案）の記入と添削・確認 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
実習プログラム（案）の作成に必要な情報を収
集する。 

事後学習 
実習プログラム（案）に不足な点を補足し、教
員から添削を受ける。 

配布物 事前訪問について 

第５回 

・実習記録の理解（テキスト pp.226～238）： 

・実習記録の理解：実習記録の書き方演習 

実習記録の意義、書き方、取り扱い等に関する説明 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理

解 

事前学習 

テキスト pp.226～238 を熟読し、記録の意義

と記入の際の留意点についてノートにまとめ
る。 

事後学習 
第 6 回で配布された実習日誌（コピー・練習用）

に記録を記入し、添削を受ける。 

第６回 
・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理
解 

事前学習 
事前訪問の目的と留意点についてノートにま

とめる。 

事後学習 
事例をもとに「ソーシャルケースワーク記録」
の記入を行い提出する。 

配布物 
実習巡回指導教員への挨拶用紙、細菌検査・健
康診断について 

第７回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.239～260）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理解
する 

事前学習 

テキスト pp.239～260 を熟読し、実習スーパ
ービジョンの目的と受け方についてノートに
概要をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

第８回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導について
の理解 

実習指導教員（非常勤）からの指導及び打ち合わせ 

事前学習 
実習プログラム（案）内容を再確認し、口頭で

説明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前

訪問予定を立てる。 

第９回 

・ソーシャルワーク実習に向けて最終確認：事故、緊急
時対応、保険、注意事項、評価、記録の提出等について 

・実習における契約構造の説明と実習生の義務・権利に
ついて確認 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」pp.38～42・p.54 を熟読し、実習中の留意

事項について理解する。 

事後学習 実習に向けた準備を行う。 

配布物 実習の開始、終了に関する諸注意、実習誓約書 

第１０回 

・ソーシャルワーク実習の振り返り： 

ソーシャルワーク実習の目標と実際を照合し、自己評価
を行う 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録にま

とめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

第１１回 

・ソーシャルワーク実習の学習効果と課題の整理： 

ソーシャルワーク実習の実施を踏まえて実習報告書を
作成（課題 3） 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録にま
とめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

第１２回 実習の評価・総括（実習成果発表会）① 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーション
の準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックを
まとめる。 

第１３回 実習の評価・総括（実習成果発表会）② 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーション
の準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックを

まとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：実習施設・機関の施設概要についてまとめる。 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習記録の「施設概要」の用紙を用いる。 

実施時期：第 2回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 3回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅱの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 

  



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：実習におけるリスクマネジメント（テキスト pp74~87）：個人情報保護法の理解を含め、実習におけ

るリスクマネジメントの必要性と重要性においてまとめなさい。 

        ※東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」pp.55～を熟読し制度としての個人情報保と倫理上

の守秘義務を参照すること。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 9回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 10回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅱの担当教員からの添削を受け、不明な点をなくす。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅲ（J） （2 単位） 

３．科目番号 SSMP3182 

２．授業担当教員 西村 明子 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開す

るよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、

ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・

後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）実習先での実践を振り返り、クライエントへの援助実践に必要な技術と知識、また自己課題について明

確に説明できる。 

2）実習先での実践を振り返り、社会福祉専門職が行う各種手続きについて明確に説明できる。 

3）実習先での実践を振り返り、社会福祉専門職が行う相談援助業務について明確に説明できる。 

4）実習先での実践を振り返り、専門職間の連携について明確に説明できる。 

5）実習先での実践を振り返り、社会資源、関係機関との連携について明確に説明できる。 

6）倫理綱領の重要性について、実践（実習）をもとに理解を深め、実践に基づく説明ができる。 

7）自己の価値観念についてめとめ、それが援助にどのように反映するか考えをまとめられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題 1～7：講義日程に示す通り 

課題 8：実習報告書の作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014 年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

                      ※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 実習先での実践を振り返り、クライエントへの援助実践に必要な技術と知識、また自己課題について

明確に説明できる。 

2. 実習先での実践を振り返り、社会福祉専門職が行う各種手続きについて明確に説明できる。 

3. 実習先での実践を振り返り、社会福祉専門職が行う相談援助業務について明確に説明できる。 

4. 実習先での実践を振り返り、専門職間の連携について明確に説明できる。 

5. 実習先での実践を振り返り、社会資源、関係機関との連携について明確に説明できる。 

6. 倫理綱領の重要性について、実践（実習）をもとに理解を深め、実践に基づく説明ができる。 

7. 自己の価値観念についてめとめ、それが援助にどのように反映するか考えをまとめられる。 

○評定の方法 

1. 課題 1～課題 7  30％ 

2. 課題 8（実習報告書） 30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ること

を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 授業中は欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面

をもって報告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな

い場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加

（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けら

れた場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

  



 

 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲの講義内容、進め方の説明 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅱでの事前事

後学習ノートを振り返る。 

事後学習 
実習で用いた資料等を整理し、今後の学習

へ活かす。 

第２回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・社会福祉専門職についての理解： 

実習施設・機関で行われる各種手続きについてまとめる（課

題 1） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 1 の作成。 

第３回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・社会福祉専門職についての理解： 

実習施設・機関で行われている行事等の実施過程についてま

とめる（課題 3） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 3 の作成。 

第４回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・職種間連携についての理解： 

実習施設・機関における各部門職種とその機能・関係につい

てまとめる（課題 4） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 4 の作成。 

第５回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・機関の社会的連携についての理解： 

実習施設・機関と社会資源・関係機関との連携についてまと

める（課題 5） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 5 の作成。 

第６回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・専門職の倫理綱領と実践についての理解： 

実習施設・機関での実践と専門職倫理との関係性についてま

とめる（課題 6） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 6 の作成。 

第７回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・ソーシャルワーカーとしての自分について理解を深める： 

自分の家族背景、交友関係等から、どのような価値観念をも

つようになったか、この価値観念が援助にどのように反映す

ると考えるかまとめる（課題 7） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 7 の作成。 

第８回 

・実習の全体総括（テキスト pp.324～328）： 

実習報告会の意義と方法について理解し、報告を行う 

・ソーシャルワーク実習の学習効果と課題の整理： 

ソーシャルワーク実習の実施を踏まえて実習報告書を作成 

事前学習 
テキスト pp.324～328 を熟読し、実習報告

会の意義について理解を深める。 

事後学習 実習報告書の作成 

第９回 実習の評価・総括（実習成果発表会）② 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーシ

ョンの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバッ

クをまとめる。 

第１０回 実習の評価・総括（実習成果発表会）③ 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーシ

ョンの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバッ

クをまとめる。 

第１１回 実習の評価・総括（実習成果発表会）④ 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーシ

ョンの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバッ

クをまとめる。 

第１２回 

・実習の評価について理解する（テキスト pp.290～308・及

び東京福祉大学ソーシャルワーク実習生自己評価表）： 

実習評価の意義について理解を深め、自己評価を行う 

事前学習 

実習活動を通じて自己について振り返り、

価値観念と実習行動等の関係性について

考察し、記録にまとめる。 

事後学習 実習自己評価を行う担当教員へ提出する。 

第１３回 
・実習後の学習課題（テキスト pp.310～321）： 

目標と結果の照合、今後の課題について明確化する 

事前学習 
実習及び報告によって明確化した今後の

課題を事後学習の報告とともにまとめる。 

事後学習 
実践活動に向けた自己課題について記録

にまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：社会福祉専門職についての理解 

実習施設・機関における相談援助業務についてレポートにまとめなさい（課題 2） 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 2回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 3回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：実習報告書の作成（課題 8） 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習報告書の書式に準じること。 

実施時期：第 9回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの指示に従い、期限内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅲ（B/P/SBPC 編）（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3182 

SCMP4482 

SBMP4482 

PSMP3482 
２．授業担当教員 姜 壽男、西村 明子 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開す

るよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、

ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・

後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲでは、社会福祉実践に必要な知識と技術習得のための実習計画の作成、記

録の技法等、実習実施のための学習とともに、実習後指導を通じて実践評価を行い、実践上の課題を明確

にする。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について

明確に説明することができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4）実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

5）実習実施後の総括を踏まえ、実践に向けた自己の課題を明確に文書化できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題 1：ソーシャルワーク基礎実習の実施を踏まえて実習総括レポートを作成 

課題 2：ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作成 

課題 3：ソーシャルワーク実習報告書の作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014 年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

                      ※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術につい

て明確に説明することができる。 

2. 実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3. 記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4. 実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

5. 実習実施後の総括を踏まえ、実践に向けた自己の課題を明確に文書化できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  20％ 

2. 課題 2  20％ 

2. 課題 3（実習報告書） 30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ること

を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって

報告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな

い場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加

（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けら

れた場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

  



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲの講義内容、進め方の説
明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱで作成した課題 1

を読み返し、修正箇所等を改善し講義に持参す
る。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習の実施に至るまでに取
り組むべき自己課題についてノートにまとめ
る。 

第２回 

・ソーシャルワーク基礎実習の振り返り：ソーシャルワ

ーク基礎実習の目標と実際を照合し、自己評価を行う 

・ソーシャルワーク基礎実習の学習効果と課題の整理：

ソーシャルワーク基礎実習の実施を踏まえて実習総括

レポートを作成（課題 1） 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習を振り返り、実習プ
ログラムに関する自己評価を行う。 

事後学習 
課題 1 の作成（講義内で提示される提出期限厳

守）。 

第３回 
・ソーシャルワーク実習の目的と内容の理解：ソーシャ
ルワーク実習の全体像と目的、課題について理解する 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」p.9 を熟読する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習においてすべきことが

らについてノートにまとめ、口頭で説明できる

ようにする。 

第４回 

・ソーシャルワーク基礎実習の評価： 

返却されたソーシャルワーク基礎実習評価をもとに、自

己評価を実施 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理

解（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」・「社会福

祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き」使用）：実習目標

と目標を達成するための展開方法について 

・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成（課題
2） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」pp.20～の実習プログラミングの実習先該

当箇所に目を通す。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成

し、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員から

添削を受ける。 

第５回 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理

解（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」・「社会福

祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き」使用）：「実習記録」

及び「ソーシャルワークケース記録」の記載内容及び記

録方法について 

・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成につい

て 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成

し、ソーシャルワーク実習指導Ⅲ担当教員から

添削を受ける。 

事後学習 
事例をもとに「ソーシャルケースワーク記録」

の記入を行い提出する。 

第６回 

・ソーシャルワークケース記録の記載方法の理解： 

ジェノグラムとエコマップについて・プランニングにつ
いて 

・他職種連携とチームアプローチについての理解： 

実習施設・機関の他職種・他職員とのチームアプローチ
のあり方について考える 

・帰校指導について説明・理解 

事前学習 

10 日間のソーシャルワーク基礎実習、また 10

日間のソーシャルワーク実習を振り返り、他職
種連携に関する業務を想起する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習実施にあたり、他職種連
携・チームアプローチについて考察を深めるた

めの実習プログラムを具体的にする。 

第７回 

・地域社会への働きかけについての理解： 

実習施設・機関と関わる社会資源についてまとめたうえ
で、その関連性と働きかけの方法について考える 

・クライエントへの援助実践についての理解： 

クライエントへの支援において適用できる実践アプロ
ーチについて考察する 

事前学習 

10 日間のソーシャルワーク基礎実習、また 10

日間のソーシャルワーク実習を振り返り、施

設・機関と地域社会とのかかわりに関する事項
を想起する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習実施にあたり、社会資源

との連携について考察を深めるための実習プ
ログラムを具体的にするとともに実践モデル・
アプローチについて内容を確認する。 

第８回 

・専門職の倫理綱領と実践についての理解： 

実習施設・機関での実践と専門職倫理との関係性につい

て考える 

・実習の評価について理解する（テキスト pp.290～308・
及び東京福祉大学ソーシャルワーク実習生自己評価

表）： 

実習評価の意義について理解を深める 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）及びソ
ーシャルワーク実習 自己評価表の内容を確

認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習実施にあたり、専門職倫
理の実践について考察を深めるための実習プ
ログラムを具体的にする。 

第９回 

・ソーシャルワーク実習に向けて最終確認：事故、緊急
時対応、保険、注意事項、評価、記録の提出等について 

・実習における契約構造の説明と実習生の義務・権利に

ついて確認 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」pp.38～42・p.54 を熟読し、実習中の留意
事項について理解する。 

事後学習 実習に向けた準備を行う。 

第１０回 

・ソーシャルワーク実習の振り返り： 

ソーシャルワーク実習の目標と実際を照合し、自己評価
を行う 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録にま

とめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

第１１回 

・ソーシャルワーク実習の学習効果と課題の整理： 

ソーシャルワーク実習の実施を踏まえて実習報告書を

作成（課題 3） 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録にま
とめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

第１２回 実習の評価・総括（実習成果発表会）① 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーション
の準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックを
まとめる。 

  



 

 

第１３回 実習の評価・総括（実習成果発表会）② 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーション
の準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックを

まとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成する。（課題 2） 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習記録の「ソーシャルワーク実習プログラム（案）」の用紙を用いる。 

実施時期：第 5回の講義を通じてソーシャルワーク実習指導Ⅲ担当教員からの説明を受けたうえで作成する。 

提出期限：第７回講義時までには提出すること。 

事後学習：作成されたソーシャルワーク実習プログラム（案）について、口頭で説明ができるようにすること。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：実習報告書の作成（課題 3） 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習報告書の書式に準じること。 

実施時期：第 13回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの指示に従い、期限内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 

 



 

 

 

１．科目名（単位

数） 
体育（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2303 

２．授業担当教員 釜崎 太 

４．授業形態 

・実技（小学校体育における各領域から抜粋した運動） 

・講義（実技で取り扱えない領域および保健領域に関わるもの） 

・ディスカッション（適宜グループで話し合いをし、より質の高い

運動や演技を考える） 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次秋期の「体育科指導法」と関連性をもつ授業であることを理解することが望ましい。 

７．講義概要 

○本授業では、以下に提示された小学校体育に関わるおもな学習内容を知るとともに、教育現場において本

講義で身に付けた知識・技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

・小学校学習指導要領における体育の目標、内容をおおまかに捉え、小学校における体育の位置づけを理解

する。さらに各領域におけるおもな運動を実技を通して経験することで、その運動特性を自身の身体で捉

え、体育指導に必要となる必要最低限の技能を身につけることができるようにする。 

・さまざまな子どもたちにおける個に応じた実技指導やその評価計画について理解することができるように

する。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．今日までの小学校体育科授業の位置づけについて理解することができる。 

２．小学校体育科指導に際して各運動領域における必要最低限の基本的運動技能を身につけることができる。 

３．体育指導を行う上での教師の留意事項や基本的な役割を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1．体育の授業づくりの基本について理解する。 

課題2．小学校体育の各領域における教材について理解する。 

課題3．体育のグループ学習について理解する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 体育編』 

学校体育研究同志会『スポーツの主人公を育てる体育・保健の授業づくり―指導案の基本とプラン集』創文

企画、2018。 

【参考書】 

後藤光将『オリンピック・パラリンピックを学ぶ』岩波書店、2020。 

学校体育研究同志会『体育実践に新しい風を』大修館、1993。 

【参考資料】  

必要に応じて適宜配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・各運動領域における基礎的・基本的な運動技能を身に付けることができる。（学習目標 2） 

・体育指導を行う上での教師の留意事項及び基本的役割を身に付けることができる。（学習目標 3） 

・関心意欲をもって授業に参加している。（関心・意欲・態度） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（50％）、実技試験（30％）、レポート課題（20％）の結果を総

合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4 以上の出席が単位取得の条件である

ことも配慮した。さらに外国人留学生については日本人とは同一の評価規準ではなく配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

体育の各領域に示されている運動種目は、子どもの成長にとってはもちろんのこと、歴史的な文化財とし

ても重要な意味をもっている。この授業では、それら運動種目の特性を子どもたちに主体的に学び取っても

らうための授業づくりの基本について学ぶ。 

13．オフィスアワー 春期、秋期とも別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（本講義の目的・概要・受講方法・

留意点）と学習指導要領の概説 

事前学習 
講義の内容と目的をシラバスで確認し、『小

学校指導要領解説・体育編』を熟読する。 

事後学習 
配布された資料をもとに、講義の目的・概要・

受講方法・留意点についての理解を深める。 

第２回 

跳び箱論争と体育教師のメタファーに考える「体育は

何を教える教科か？」―体育の授業づくりの基礎・基

本― 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

と『スポーツの主人公を育てる体育・保健の

授業づくり』の第 1章から第 3章までを熟読

する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

第３回 
器械運動の授業づくり論―マット運動と鉄棒の実践

記録から教材研究へ― 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

の器械運動系、教科書『スポーツの主人公を

育てる体育・保健の授業づくり』の「マット

運動」「ねこちゃん体操」「跳び箱運動」「器械

運動」「鉄棒」を熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

  



 

 

第４回 
陸上運動と水泳運動の授業づくり論―ハードル走と

ドル平の実践記録から教材研究―へ 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

の「陸上運動系」・「水泳運動系」と教科書『ス

ポーツの主人公を育てる体育・保健の授業づ

くり』の「陸上競技」「走・跳の運動」「幅跳

び」「障害走」「水泳」を熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

第５回 

オリンピック・パラリンピックに関する指導 1―オリ

ンピックの歴史とレガシー：ジブリアニメを使った教

材づくり― 

 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

の「オリンピック・パラリンピックに関する

指導」と参考図書『オリンピック・パラリン

ピックを学ぶ』を熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

第６回 

オリンピック・パラリンピックに関する指導 2―平和

運動としてのオリンピックとフェアプレー：ジブリア

ニメを使った教材づくり― 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

の「オリンピック・パラリンピックに関する

指導」と参考図書『オリンピック・パラリン

ピックを学ぶ』を熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

第７回 

保健領域「健康な生活」の授業―キャラメルからの実

践― 

 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

の「保健領域」と教科書『スポーツの主人公

を育てる体育・保健の授業づくり』の「保健

の授業」を熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

第８回 

保健領域「かけがえのない命」の授業―サポートマッ

プからの実践― 

 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

の「保健領域」と教科書『スポーツの主人公

を育てる体育・保健の授業づくり』の「保健

の授業」を熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

第９回 
ボール運動サッカーの授業づくり論―実践記録から

教材研究へ― 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

の「ボール運動系」と参考書『体育実践に新

しい風を』の「サッカー」「バスケットボール」

を熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

第１０回 
ボール運動バスケットボールの授業づくり論―実践

記録から教材研究へ― 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

の「ボール運動系」と参考書『体育実践に新

しい風を』の「サッカー」「バスケットボール」

を熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

第１１回 
ボール運動ベースボール型ゲームとフラッグフット

ボールの授業づくり論―実践記録から教材研究へ― 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

の「ボール運動系」と教科書『スポーツの主

人公を育てる体育・保健の授業づくり』の「ベ

ースボール」「フラッグフット」を熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

第１２回 
体つくり運動と表現運動の授業づくり論と指導案の

書き方 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説・体育編』

の「体つくり系」・「表現運動系」と教科書『ス

ポーツの主人公を育てる体育・保健の授業づ

くり』の「体つくり」「表現運動」を熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

第１３回 

体育の授業づくり原論―単元、教材、教具、発問、教

科内容、学習カード、「できる」と「わかる」、異質共

同（グループ学習）の意味― 

事前学習 

教科書『スポーツの主人公を育てる体育・保

健の授業づくり』の第 1章から第 3章までを

熟読する。 

事後学習 
授業中に配布した資料・学習カードを用いて

学習内容を振り返る。 

  



 

 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1回と第 2回の講義内容と配布資料を踏まえて、「体育は何を教える教科か？」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度）。 

実施時期：第 2回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業時間時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合にはその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

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

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 9回の講義内容と配布資料を踏まえて、「球技の心電図」の意義についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度）。 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業時間時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合にはその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 体育／体育（幼） （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP2280 

SJMP2380 
２．授業担当教員 宮田 洋之 

４．授業形態 
実技を中心に実施し、適宜講義(実技で扱えない領域・保健

領域)やディスカッション、グループでの発表を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

特に小学校 1 種免許取得希望者は 2 年次秋期の「体育科指導法」と密接な関連性をもつ授業であることを理
解し、履修することが望ましい。 

７．講義概要 

今の日本では生活習慣病の予防・改善や平均寿命の延伸などにより、運動やスポーツ、健康への関心が高
まってきている。このことから、体育は生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現す
るために重要な科目となっている。また、子どもの体力は低下しており、幼児や児童の体力向上のために体

育は重要な位置づけとなる科目である。 
この授業では、小学校学習指導要領や幼稚園教育要領を踏まえ、教育現場で実際に指導を行える能力を学

習していく。学習指導要領に応じて、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てることができる

ようになるとともに、健康の保持増進、体力の向上を養うための技能や知識を身につけ、指導できるように
なることを目的とする。また、幼稚園教育の現場で行われる運動を指導できるようにすることを目的とする。 
・幼稚園「健康」・小学校学習指導要領における「体育」の目標、内容の概要を捉え、「健康」および「体育」

の位置づけを理解する。さらに各領域におけるおもな運動を、実技を通して経験することで、その運動特性
を自身の身体で捉え、健康・体育指導に必要となる最低限の技能を身につけることができるようにする。具
体的には以下の①②に示す通りである。 

①正しい運動の方法を理解し、正しく運動ができるようにする。 
②ただし各種運動を指導できるためのポイントを押さえ理解する。 

・さまざまな子どもたちにおける個に応じた実技指導やその評価計画について理解することができるように

する。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 
１．今日までの幼・小の体育授業の位置づけについて理解することができる。 

２．小学校体育指導に際しては、各運動領域における必要最低限の運動技能を身につけることができる。 
３．幼稚園教育の現場で行われる運動については、正しい指導ができるとともに基本的な運動の模範を見せ

ることができるようにする 

４．体育指導を行う上での教師の留意事項や基本的な役割を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1 運動遊び指導案を作成し、発表する。 

課題2 運動遊び指導案（グループワーク）を作成し、発表する。（実技発表） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

ワークシートや学習資料を毎時間配布する。 

【参考書】 

杉原隆・河邉貴子編著『幼児期における運動発達と運動遊びの指導』ミルヴァ書房、2014。 

公益財団法人日本体育協会(スポーツ協会)『アクティブチャイルドプログラム』日本体育協会。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１.幼稚園教育の現場で行われる各運動領域における必要最低限の運動技能を身につけることができたか。 

２.幼稚園教育の現場で行われる運動については、正しい指導ができるとともに基本的な運動の模範を見せる

ことができるようになったか。 

３.運動遊びの指導を行う上での教師の留意事項や基本的な役割を身につけることができたか。 

○評定の方法 

1.授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2.課題レポート      20％ 

3.実技試験        30％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

幼稚園教育要領に位置付けられている「運動遊び」について、理論と実践を学び、現場で生かすことができ

る能力を身に付ける事をねらいとします。安全面を配慮しつつ、楽しく運動遊びを提供できるような内容お

よび環境設定を、立案できる能力を身に付けることができます。 

 実技の際には運動にふさわしい服装（ジャージ、T シャツ等。ジーパン禁止）で参加してください。 

 集中実技の詳細については、オリエンテーションで説明します。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

「子どもの運動環境の現状」 

事前学習 シラバスをもとに学習の見通しを持つ。 

事後学習 授業内容をまとめ、現状を把握する。 

第２回 「子どもの体力について」 
事前学習 「体力」について調べておく。 

事後学習 「体力」について、授業をもとにまとめる 

第３回 「体力発達について」 
事前学習 

自身の運動経験から、体力発達の主観的なイメージを考え

ておく。 

事後学習 「体力発達の段階や違いなど、授業をもとにまとめる。 

  



 

 

第４回 「運動の重要性について」 
事前学習 

教育における「運動」の重要性について、自身の考えをま

とめておく。 

事後学習 「運動」の重要性を理解し、授業をもとにまとめる。 

第５回 「運動指導のあり方について」 
事前学習 「遊びとしての運動」の重要性について考えておく。 

事後学習 「遊びとしての運動」の重要性を理解し、まとめる。 

第６回 
「進んで運動する子どもを育てる方法に

ついて」 

事前学習 
「運動遊び」の内容や方法について、自身の経験や情報を

まとめておく。 

事後学習 「運動遊び」の指導内容および方法について考える。 

第７回 「運動遊び指導案の作成について」 

事前学習 「運動遊び」の指導案について考えておく。 

事後学習 
これまでの授業を振り返り、指導案作成にむけて内容をま

とめる。 

第８回 

【集中実技①】 

基本的な体の使い方、体つくり系運動遊び

について実技を通して学ぶ 

事前学習 体つくり系運動遊びについて、情報を収集しておく。 

事後学習 体つくり系運動遊びの実技指導のポイントを整理する。 

第９回 

【集中実技①】 

マット・跳び箱・鉄棒を使った運動遊びの

指導方法について、実技を通して学ぶ 

事前学習 
マット・跳び箱・鉄棒の運動遊びについて、情報を収集す

る。 

事後学習 マット・跳び箱・鉄棒の実技指導のポイントを整理する。 

第１０回 

【集中実技②】 

ボールを使った運動遊びについて、実技を

通して学ぶ 

事前学習 ボールを使った運動遊びについて、情報を収集する。 

事後学習 
ボールを使った運動遊びの実技指導のポイントを整理す

る。 

第１１回 
【集中実技②】 

作成したプログラムの発表 

事前学習 
作成プログラムが上手く発表できるようグループ内で準備

する。 

事後学習 発表の反省点をグループ内でまとめる。 

第１２回 安全管理について 
事前学習 運動遊び指導の際の安全管理について調べておく。 

事後学習 授業内容を整理し、実践でいかせるようにまとめておく。 

第１３回 学習のまとめ 
事前学習 各種運動遊びのポイントを整理する。 

事後学習 学習全体のまとめをし、自己評価をする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回～第 6 回の講義内容を踏まえ「子ども(幼児)を対象とした運動遊びにおいて大切なこと」につ

いてレポートにまとめる。 

レポート形式：A４用紙 1 枚(1200 文字程度) 

実施時期：第 6 回授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回授業開始時に提出する。なお、提出されたレポート内容を踏まえ、集中実技 2 日目の第 10 回および

第 11 回の授業内にて、質疑応答や意見交換の時間を設ける。 

事後学習：レポート作成と質疑応答および意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 8 回～第 11 回の集中実技授業の内容を踏まえ「運動遊び指導案」を作成する。 

指導案形式：授業内でプリントを配布(パソコンで作成したい学生には Excel ファイルを渡す) 

実施時期：第 6 回授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業終了後に提出する。 

事後学習：第 13 回「学習のまとめ」の授業内にて、指導案作成のポイントについても説明するので、学んだ内容をノ

ートにまとめる。 

 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　幼稚園での体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 対照言語学 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP3345 

２．授業担当教員 大上 忠幸 

４．授業形態 講義、ディスカッション、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
3年次以上 

７．講義概要 

日本語と他の言語と共時的に比較対照する方法、および日本語の誤用分析の方法を勉強する。対照と誤

用分析によって得られた知見を日本語教育にどのように応用するかもあわせて検討する。また、日本語教

育への応用という視点から、日本語学習者にとって特に習得困難とされる項目を取り上げ、習得を困難に

させるさまざまな要因について検討していく。 

８．学習目標 
1.比較対照および誤用分析に関する基本的概念を理解し、説明できるようになる。 

2.日本語学習者の習得を困難にさせる要因について分析できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．授業内容終了後、振り返りシートで学習内容をまとめる。 

２．日本語と他の言語の対照分析を行ない、日本語および他の言語の特徴を考察する（対照する言語につ

いては英語や中国語が主になるが、その他の言語が可能ならば取り上げることもある）。 

３．研究テーマを8回目の授業前に提出し、方向性の確認後、研究を始め、14回目に発表を行う。その後、

発表会での議論・コメントを踏まえ、自分の研究成果を最終レポートにまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】授業内でプリントを配布する。 

【参考書】石綿敏雄・高田誠著『対照言語学』桜楓社、1990。 

迫田久美子『日本語教育に生かす第二言語習得研究』アルク、2002。 

佐治圭三・真田信治監修『言語一般－日本語教師養成シリーズ２』東京法令出版、2007。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

成績評価の規準(学習目標) 

１ 比較対照および誤用分析に関する基本的概念を理解し、説明できるようになったか。 

２ 日本語学習者の習得を困難にさせる要因について分析できるようになったか。 

評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

日本語を母語としない学習者の日本語習得過程において困難点がどういうところにあるかを、対照言語学

で用いられる対照分析や誤用分析で理解でき、また、自身の外国語学習の経験から、学習上で苦手だった

点の原因を対照言語学的知見から考察できるようになろう。さらに、授業を通し、理解し考察したこと

を、日本語教育や外国語教育においてどのように応用していくか考えよう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回の授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
対照言語学の概要説明、外国語学習・異文化環境アン

ケート、他者紹介 

事前学習 
自身の外国語学習での経験での困難点を考

えておく。 

事後学習 
授業内容および授業概要プリントから対照

言語学への関心についてまとめる。 

第２回 
「比較言語学と対照言語学の違い」について 配布プ

リント① 

事前学習 配布プリント①を熟読しておく。 

事後学習 
対照言語学について比較言語学との違いか

らまとめる。 

第３回 「対照分析と母語の干渉」について 配布プリント② 

事前学習 配布プリント②を熟読しておく。 

事後学習 
母語の干渉について外国語学習者の問題を

まとめる。 

第４回 「中間言語」について 配布プリント③ 

事前学習 配布プリント③を熟読しておく。 

事後学習 
外国語学習者が作り出す“中間言語”につい

て例を挙げてまとめる。 

第５回 “正の転移”と“負の転移”について 配布プリント④ 

事前学習 配布プリント④を熟読しておく。 

事後学習 
学習者の正、負の転移について例を挙げてま

とめる。 

第６回 
「日本語の特徴」について日本語と英語、中国語、韓国

語の音声の対照から考える 配布プリント⑤ 

事前学習 配布プリント⑤を熟読しておく。 

事後学習 日本語の特徴（音声）についてまとめる。 

第７回 
「音声の対照分析（１）－日中の対照 配布プリント

⑥ 

事前学習 配布プリント⑥を熟読しておく。 

事後学習 対照分析についてまとめる。 

第８回 「言語行動（文化）の対照」について 配布プリント⑦ 

事前学習 配布プリント⑦を熟読しておく。 

事後学習 
「言語行動（文化）」の対照から日本語の特徴

をまとめる。 

第９回 
「誤用分析」について（１）―日本語学習者（中国語お

よび韓国語の母語話者）の音声から 配布プリント⑧ 

事前学習 配布プリント⑧を熟読しておく。 

事後学習 
日本語学習者に撮って困難な日本語の音声

の特徴をまとめる。 

  



 

 

第１０回 
「誤用分析」について（２）―日本語学習者（英語およ

び中国語の母語話者）の作文から  配布プリント⑨ 

事前学習 配布プリント⑨を熟読しておく。 

事後学習 
日本語学習者にとって困難な日本語の表現

の特徴まとめる。 

第１１回 研究（対照分析）のテーマの決定および提出 

事前学習 
これまでの学習から、研究テーマを考えてお

く。 

事後学習 
第 13 回での研究発表に向け、テーマを決定

し、研究計画を立てる。 

第１２回 「Do 言語と Become 言語」について 配布プリント⑩ 

事前学習 配布プリント⑩を熟読しておく。 

事後学習 
「Do 言語と Become 言語」から日本語がど

ちらに属すのかまとめる。 

第１３回 研究発表（質疑応答）、総評 

事前学習 
研究発表に向け、発表資料や原稿を準備して

おく。 

事後学習 
発表や質疑応答等で得た改善点を踏まえて

レポートをまとめる。 

課題研究 

1 

課題内容：レポート作成 対照言語学とは何かを「比較言語学、母語、目標言語、誤用、外国語教育」の 5 語を用いて

説明せよ 

実施時期：第 5 回終了後 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題内容：：レポート作成 ある語彙について日本語と外国語との対照分析を行ない、それぞれの言語の特徴をまとめ

よ 

実施時期：第 13 回終了後 

提出期限：第 13 回授業終了後 1 週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 第二言語習得理論 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2341 

２．授業担当教員 大上 忠幸 

４．授業形態 講義、演習（グループワークを含む） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「言語学概論」「日本語教育の理論と方法」と併せて履修することが望ましい 

７．講義概要 

第二言語を学び習得する際の理論や問題点について学んでいく。第二言語習得は、日本語や外国語教師に

なることを目指すものにとって必要な知識である。本講座では、基本的な専門用語や、第二言語習得の際

に起こる問題について学ぶ。 

８．学習目標 第二言語習得(SLA)の基本的な概念の理解を目的とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１. 本授業で使用する【教科書】を各自、必ず購入すること。 

２. 学習内容終了後、課題を必ず行うこと。 

３. 講義で学んだ項目から自身で関心を持った事柄から１つテーマを選び、最終レポートにまとめること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟 監修『新・はじめての日本語教育 1 日本語教育の基礎知識』アスク出版、2016。 

【参考書】迫田久美子『日本語教育に生かす第二言語習得研究』アルク、2002。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１）第二言語習得（SLA）の基本的な概念について自分のことばで説明できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１．授業への参加態度 総合点の 30％ 

２．試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験等） 総合点の 30％ 

３．提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

母語以外の言語を習得することを第二言語習得というが、本講義では、その基礎的なメカニズムおよび理

論を、第二外国語として日本語を学ぶ人の視点を意識して学習する。日本語教育のみならず、外国語教育

や異文化コミュニケーションを学ぶ学生にとっても有意義なものになるだろう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回の授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

第二言語習得理論の概要 

第７章 心理学 -学ぶことのメカニズム- 

3. 学習(learning)とは- /  4.学習の形態 

事前学習 
母語でない言語を学ぶときの課題を自身の経

験から考えてくる。 

事後学習 教科書 pp.226~229 内の課題問題に答える。 

第２回 第７章 5. 発達の成熟と学習の関係 
事前学習 教科書 pp.230~234 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 230~234 内の課題問題に答える。 

第３回 第７章 6 初期学習  /  7. 言語の習得と臨界期 
事前学習 教科書 pp.232~237 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 232~237 内の課題問題に答える。 

第４回 第７章 8. 条件づけ学習  /  9. スキナーの行動分析 
事前学習 教科書 pp.238~245 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 238~245 内の課題問題に答える。 

第５回 

第７章 1. 心理学と日本語教育 

    2．現代の心理学とは？ 

    10. スキナーの行動分析の教育への応用 

    11. 心理学とほかの領域との関連 

事前学習 教科書 pp.222-225,246~250 を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp. 222-225,246~250 内の課題問題に

答える。 

第６回 

第 8 章 第二言語習得 

1. 母語習得に関する理論の展開 

2. 学習者の言語の特徴-中間言語①- 

事前学習 教科書 pp. 252~257 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 252~257 内の課題問題に答える。 

第７回 第 8 章 2. 学習者の言語の特徴-中間言語②- 
事前学習 教科書 pp.258~262 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 258~262 内の課題問題に答える。 

第８回 

第 8 章 3. 第二言語習得における学習者の母語の影響 

Ⅰ母語の影響の再検討  

Ⅱコミュニケーションにおける学習者の母語の影響 

事前学習 教科書 pp.263~269 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 263~269 内の課題問題に答える。 

第９回 
第 8 章 3. 第二言語習得における学習者の母語の影響 

Ⅲ 母語の影響を説明する言語学的アプローチ 

事前学習 教科書 pp.269~273 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 269~273 内の課題問題に答える。 

第１０回 第 8 章 4. 学習者と母語話者の談話 
事前学習 教科書 pp.273~279 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 273~279 内の課題問題に答える。 

  



 

 

第１１回 第 8 章 5. 教室指導と第二言語習得 
事前学習 教科書 pp.280~285 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 280~285 内の課題問題に答える。 

第１２回 

第 9 章 学習ストラテジー  

1. 言語学習はだれが管理しているのか？ 

2．オックスフォードによる学習ストラテジーの分類 

3．シャモットによる学習ストラテジーの指導法 

事前学習 教科書 pp.294~305 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 294~305 内の課題問題に答える。 

第１３回 

第二言語習得理論についての要点の整理、今までの授

業の振り返り、まとめ、授業評価、最終レポートの準

備 

事前学習 
全内容を復習し、第二言語習得理論で用いられ

る用語を確認し、レポート執筆に備える。 

事後学習 最終レポートを作成する。 

課題研究 

1 

課題内容：母語でない言語を学ぶときにどのような問題があるか自身の経験からレポートをまとめる。 

実施時期：第 1 回終了後 

提出期限：第２回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題内容：：自分自身が体験してきた第二言語習得の経験についてテキストで学んだ用語を用いてレポートを作成す

る。 

実施時期：第 13 回終了後 

提出期限：第 13 回授業終了後 1 週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 第二言語習得理論演習 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP3341 

２．授業担当教員 大上 忠幸 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク、ディスカッションなど） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「第二言語習得理論」を受講済みであること。 

７．講義概要 

第二言語習得理論を踏まえ、更なる実践的な教育能力を身につけると共に、研究能力養成を目指す。本

講座では、日本語教育と日本語習得研究の間にどのような関係があるのかを考えると共に、第二言語習得

について、どのような研究や報告がなされているのか知見を深める。そのための方法として、紹介した論

文や自分が興味のある論文を選び、それについてまとめ、発表する。 

８．学習目標 

・第二言語習得についての論文を読み、最近の研究の動向を知る。 

・日本語教育の場で第二言語習得がどのように応用されているか考える。 

・外国語学習体験について第二言語習得を通して考える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．授業のはじめと終わりに毎回、学習内容の確認を行う。 

２．授業で指定された課題について、論文をCiNiiなどで検索・選択し、レジュメを作成する（8回目の授

業前に提出）。9回目以降に発表を行う。その後、発表会での議論・コメントを踏まえ、自分の研究成果

を最終レポートにまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】授業内で資料プリントを配布する。 

【参考書】大関浩美著『日本語を教えるための第二言語習得論入門』くろしお出版、2010。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１）第二言語習得についての論文を読み、最近の研究の動向について自分のことばで説明できるようにな

ったか。 

２）日本語教育の場で第二言語習得がどのように応用されているかについて説明できるようになったか。 

３）外国語学習体験について第二言語習得を通して考えたことを説明できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

日本語教育現場で第二言語習得の理論をどのように応用するかに力点を置く。母語でない言語を学ぶ際、

どのような難しい点があるか、逆に容易な点があるか、それぞれ、その原因は何か。問題点ならば、どう

解決するかを考える。自身の外国語学習の経験から検討し、日本語教育・外国語教育に活かしていきたい。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
第二言語習得理論演習の概要、CiNiiや Google Scholar

等による論文検索法の説明、レジュメの書き方の説明 

事前学習 
第二言語習得論について、これまで学んだこ

とを復習する。 

事後学習 
興味のある論文を検索し、７回目の授業前に

レジュメが提出できるように準備する。 

第２回 

「第二言語習得論」について 配布プリント① 

課題 1. 第二言語習得に関する論文を読み、レジュメを

作成 

事前学習 配布プリント①を熟読しておく。 

事後学習 第二言語習得論の背景をまとめる。 

第３回 
「中間言語」について 配布プリント② 

課題 2. 中間言語に関する論文を読み、レジュメを作成 

事前学習 配布プリント②を熟読しておく。 

事後学習 中間言語の特徴をまとめる。 

第４回 
「母語の影響」について 配布プリント③ 

課題 3. 誤用研究に関する論文を読み、レジュメを作成 

事前学習 配布プリント③を熟読しておく。 

事後学習 
母語による干渉について例を挙げて、まとめ

る。 

第５回 「習得順序と発達順序」について 配布プリント④ 

事前学習 配布プリント④を熟読しておく。 

事後学習 習得順序と発達順序の特徴をまとめる。 

第６回 
「インプット・アウトプット」について 配布プリント

⑤ 

事前学習 配布プリント⑤を熟読しておく。 

事後学習 
インプット・アウトプットの特徴を例を挙げ

て、まとめる。 

  



 

 

第７回 

授業で指定された課題（1．第二言語習得、2．中間言語、

3．誤用研究）のレジュメを作成する レジュメ提出、レ

ジュメ内容の確認 

事前学習 
発表したい論文を特定し、レジュメを作成す

る。 

事後学習 レジュメを修正・完成する。 

第８回 
研究発表①（課題１の第二言語習得について）準備 

（課題 1 に対するコメント） 

事前学習 資料 1 を熟読し研究発表に向け準備を行う。 

事後学習 
課題 1 の不足点についてまとめ、不足点を修

正する。 

第９回 
研究発表②（課題２の中間言語について）準備 

（課題 2 に対するコメント） 

事前学習 資料 2 を熟読し研究発表に向け準備を行う。 

事後学習 
課題 2 の不足点についてまとめ、不足点を修

正する。 

第１０回 
研究発表③（課題３の誤用研究について）準備 

（課題 3 に対するコメント） 

事前学習 資料 3 を熟読し研究発表に向け準備を行う。 

事後学習 
課題 3 の不足点についてまとめ、不足点を修

正する。 

第１１回 
研究発表④ 

（課題 1 第二言語習得について） 

事前学習 
研究発表が滞りなく実施できるように、準備

を行う。 

事後学習 発表について議論、コメントする。 

第１２回 
研究発表⑤ 

（課題 2 中間言語について） 

事前学習 
研究発表が滞りなく実施できるように、準備

を行う。 

事後学習 発表について議論、コメントする。 

第１３回 
研究発表⑥ 

（課題 3 誤用研究について） 

事前学習 
研究発表が滞りなく実施できるように、準備

を行う。 

事後学習 発表について議論、コメントする。 

課題研究 

1 

課題内容：授業で指定された第二言語習得、中間言語、誤用研究から１つ選びレジュメを作成し提出する。 

実施時期：第７回授業時 

提出期限：第８回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題内容：研究発表を行なった項目についてレポートをまとめ提出する。 

実施時期：第 13 回終了後 

提出期限：第 13 回授業終了後 1 週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
多文化理解入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1135 

２．授業担当教員 箕輪 理美 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
全学部学生対象 

７．講義概要 

現代はグローバル化の影響で以前にもまして人やモノが国境を越え移動するようになり、文化背景が異な
る他者が日常の中で身近に存在している。その一方、文化を共有している人々の間では常識であることも、

文化背景が異なると相手は自分と同じ考え方をするとは限らないし、自分とは異なった行動をすることもあ
る。そのような文化の違いにより誤解などが生じることもあるため、「文化」の影響について知ることは多文
化共生のために特に大切である。 

本講義では異なった文化背景を持つ様々な他者の理解を深めると共に、自文化、つまりは自分について理
解することも目的とする。自分とは異なる文化背景を持つ他者に向かい合うことで、自分と自分が属する文
化への理解を深めていく。また多文化理解を促進する態度や技能を個人ワーク、ペアワーク、グループディ

スカッションを通し身につけていく。 

８．学習目標 

１．「文化」という概念についての理解を具体例を通し、説明できるようになる。 
２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになる。 

３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになる。 
４．多文化理解を促進する態度や技能を身につける。 
５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．事前学習として、毎回指定された教科書の記述課題(「ウォーミングアップ」と「考えましょう」)を必ず

行ってくる。 

２．毎回の授業の最後に、レスポンスペーパーに感想や疑問・質問を書いて提出してもらう。重要な指摘や質

問に関しては、次の授業の冒頭でフィードバックを行う。 

10．教科書・参考

書・ 

教材 

【教科書】有田佳代子・志賀玲子・渋谷実希編著『多文化社会で多様性を考えるワークブック』研究社、2018。 

【参考書】授業時に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「文化」という概念についての理解を具体例を通し、説明できるようになったか。 

２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになったか。 

３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになったか。 

４．多文化理解を促進する態度や技能を身につけることができたか。 

５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％  

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、学生の皆さん自身が考え、発言し、また、仲間と意見と意見をすり合わせるという作業を通じ

て学びや気づきを発見してもらうことを目的としているため、学生同士のグループワークが中心になります。

そのため、受講する学生には積極的に授業に参加し、クラス全体の内容理解に貢献してくれることを期待し

ます。 

13．オフィスアワー 初回授業時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書の p.iii～v を読み、大切だと思うところに線を引い

ておく。 

事後学習 授業で学んだことをにまとめる。 

第２回 
第 1 章:異文化間ソーシャルスキル(p.2～

7) 

事前学習 授業範囲を読み、記述課題を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第３回 第 2章：寛容性(p.8～15) 

事前学習 授業範囲を読み、記述課題を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第４回 
第 3章：アサーション・トレーニング(p.16

～25) 

事前学習 授業範囲を読み、記述課題を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

  



 

 

第５回 第 5章：「日本人」・「外国人」(p.33～40) 

事前学習 授業範囲を読み、記述課題を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第６回 
第 7 章：マイクロ・アグレッション(p.50

～55) 

事前学習 授業範囲を読み、記述課題を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第７回 
第 8 章：マイノリティとマジョリティ

(p.56～61) 

事前学習 授業範囲を読み、記述課題を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第８回 第 9章：ユニバーサルデザイン(p.62～69) 

事前学習 授業範囲を読み、記述課題を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第９回 第 10章：沖縄（p.70～75） 

事前学習 授業範囲を読み、記述課題を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１０回 第 11章：ステレオタイプ(p.76～82) 

事前学習 授業範囲を読み、記述課題を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１１回 第 12章：ナショナリズム(p.83～89) 

事前学習 授業範囲を読み、記述課題を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１２回 
まとめ（１）：多文化共生社会の実現に向

けて 

事前学習 これまでの授業で学んだ内容を見返し、復習しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１３回 
まとめ（２）：多文化共生社会の実現に向

けた発表 

事前学習 発表ができるよう準備をする。 

事後学習 授業全体のまとめをノートにまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回～第 5回の講義内容およびグループディスカッションを踏まえて、教科書第 1 部の内容につい

ての自分の意見・感想をレポートにまとめなさい。 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業の最初にグループ内でレポートの内容を発表した後、提出する。 

事後学習：レポート作成とグループディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 6回～第 12回の講義内容およびグループディスカッションを踏まえて、教科書第 2部の内容につい

ての自分の意見・感想をレポートにまとめなさい。 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業の最初にグループ内でレポートの内容を発表した後、提出する。 

事後学習：レポート作成とグループディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 多文化理解入門 （2単位） 

３．科目番号 GELA1335 
２．授業担当教員 阿部 裕子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
全学部学生対象 

７．講義概要 

現代はグローバル化の影響で以前にも増して人やモノが国境を越え移動するようになり、文化背景が異な

る他者が日常の中で身近に存在している。その一方、文化を共有している人々の間では常識であることも、
文化背景が異なると相手は自分と同じ考え方をするとは限らないし、自分とは異なった行動をすることもあ
る。そのような文化の違いにより誤解などが生じることもあるため、「文化」の影響について知ることは多文

化共生のために特に大切である。 
本講義では異なった文化背景を持つ様々な他者の理解を深めると共に、自文化、つまりは自分について理

解することも目的とする。自分とは異なる文化背景を持つ他者に向かい合うことで、自分と自分が属する文

化への理解を深めていく。また多文化理解を促進する態度や技能を個人ワーク、ペアワーク、グループディ
スカッションを通し身につけていく。 

８．学習目標 

１．「文化」という概念についての理解を、具体例を通し説明できるようになる。 
２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになる。 
３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになる。 

４．多文化理解を促進する態度や技能を身につける。 
５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習課題は授業前に終えておくこと。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】原沢伊都夫著『異文化理解入門』研究社。 

【参考書】授業時に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「文化」という概念についての理解を、具体例を通し説明できるようになったか。 

２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになったか。 

３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになったか。 

４．多文化理解を促進する態度や技能を身につけることができたか。 

５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見を言えるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％  

12．受講生への 

メッセージ 

１. 授業で扱ったすべてのプリントは、なくさないよう注意すること。 

２. 携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 

３. 私語は授業中に決してしないこと。 

４. わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 

５. どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

13．オフィスアワー 初回授業時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 シラバスの説明 
事前学習 

教科書の P3から P5まで読み大切と思うとこ

ろに線を引いておく。 

事後学習 授業で学んだことをまとめる。 

第２回 第 1章:異文化を理解する(pp.19～24) 
事前学習 

授業範囲を読み、確認チェック 1 とワーク 1

を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第３回 第 2章：文化とは(その 1)(pp.29～36) 
事前学習 

授業範囲を読み、確認チェック 2，3，4と＜

考えよう 1＞を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第４回 第 3章：文化とは(その 2)(pp.41～52) 
事前学習 

授業範囲を読み、ワーク 2 と確認チェック 5

と 6を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第５回 第 4章：異文化適応(pp.57～66) 
事前学習 

授業範囲を読み、確認チェック 7と考えよう

2を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第６回 第 6章：違いに気づく(pp.79～87) 
事前学習 

授業範囲を読み、事例 1と事例 2について自

分の考えをノートにまとめておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第７回 第 7章：異文化の認識(pp.93～99) 
事前学習 

授業範囲を読み、確認チェック 8と 9と考え

よう 3について自分の考えをノートにまとめ

ておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 



 

 

第８回 第 8章：差別を考える(pp.105～108) 
事前学習 

授業範囲を読み、大切だと思う部分をノート

にまとめておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第９回 第 9章：世界の価値観(pp.117～126) 
事前学習 

授業範囲を読み、ワーク 5と考えよう 5を教

科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１０回 第 11章：異文化受容(pp.143～150) 
事前学習 

授業範囲を読み、確認チェック 10 と考えよ

う 6を教科書に書き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１１回 第 12章：自分を知る(pp.155～163) 
事前学習 

授業範囲を読み、ワーク 6と 7を教科書に書

き込んでおく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１２回 
第 15 章：多文化共生社会の実現に向けて

(pp.193～196) 

事前学習 
授業範囲を読み、ワーク 12 を自分なりに考

えノートにまとめておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１３回 まとめ：多文化共生社会の実現に向けた発表 
事前学習 ワーク 12の発表ができるよう準備をする。 

事後学習 授業全体のまとめをノートにまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回～第 4回の講義内容を踏まえて、「自文化を説明する」というテーマでレポートを書く。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度(約 1,000字以上) 

実施時期：第４回の授業後に実施する 

提出期限：第５回の授業開始までに提出する。 

事後学習：返却されたレポート、助言、意見交換を基に、学んだことをノートにまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第５回～第８回の講義内容を踏まえて、「異文化理解の問題」というテーマでレポートを書く。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度(約 1,000字以上) 

実施時期：第８回の授業後に実施する 

提出期限：第９回の授業開始までに提出する。 

事後学習：返却されたレポート、助言、意見交換を基に、学んだことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4単位） 

３．科目番号 

SSMP2104 

SBMP2104 

SCMP2104 

SPMP2104 

SNMP2304 

PSMP2404 

２．授業担当教員 佐藤 惟 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

法を身につける。 

８．学習目標 

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

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

概ね6～8回に1回のペースで行われる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』中央法規出版。 

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

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

いて理解する。 

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

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

○評定の方法 

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

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

は上記の目的のため、下記の事を守ることが期待されている。 

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

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

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

を必ず教師に書面をもって報告すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。 

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

定の有無にかかわらず、積極的な参加が望まれる。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバス、講義概要、試験に

ついての説明等、その他） 

事前学習 事前に講義概要について目を通しておく。 

事後学習 地域福祉論のねらいについてまとめる。 

第２回 コミュニティソーシャルワークの考え方；映像視聴 

事前学習 
コミュニティソーシャルワーク、社会福祉協議会

について、インターネット等で調べておく。 

事後学習 
コミュニティソーシャルワークについて復習す

る。教科書 pp.134～142を読む。 

第３回 
コミュニティソーシャルワークの展開とシステム、

方法 

事前学習 教科書 pp.143～155を読む。 

事後学習 地域アセスメントの方法についてまとめる。 

第４回 
専門他職種のチームアプローチとコミュニティソー

シャルワーク、専門職と住民の関係；映像視聴  

事前学習 教科書 pp.156～172を読む。 

事後学習 専門職と住民の関係について復習する。 

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

事後学習 福祉圏域の考え方について復習する。 

  



 

 

第６回 
地域コミュニティ型組織とアソシエーション型組

織；確認テスト① 

事前学習 教科書 pp.52～56を読む。 

事後学習 
地域コミュニティ型組織とアソシエーション型

組織について復習する。 

第７回 
地域福祉の実施主体①自治会・町内会と孤立死問

題；グループ分け 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 町内会・自治会の仕事についてまとめる。 

第８回 孤立死問題と個人情報保護；映像視聴 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 孤立死問題についてまとめる。 

第９回 
地域福祉の実施主体②民生委員・児童委員、保護司；

映像視聴 

事前学習 教科書 pp.116～125を読む。 

事後学習 民生委員・児童委員についてまとめる。 

第１０回 
地域福祉の実施主体③社会福祉法人、NPO法人、コ

ミュニティビジネス 

事前学習 教科書 pp.101～115を読む。 

事後学習 社会福祉法人と NPO法人についてまとめる。 

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

事後学習 社会福祉協議会についてまとめる。 

第１２回 
外部講師による講演：社会福祉協議会による仕事の

実際 

事前学習 教科書 pp.89～100を読む。 

事後学習 講演を聞いて学んだことをまとめる。 

第１３回 
地域福祉の実施主体⑤地域包括支援センターと地域

包括ケアシステム；映像視聴 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 地域包括支援センターについてまとめる。 

第１４回 
地域福祉の実施主体⑥子育て世代包括支援センタ

ー；確認テスト② 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 子育て世代包括支援センターについてまとめる。 

第１５回 地域福祉計画と地域福祉活動計画 

事前学習 教科書 pp.78～88を読む。 

事後学習 
地域福祉計画と地域福祉活動計画の違いについ

て復習する。 

第１６回 地域における福祉ニーズの把握方法と実際 

事前学習 教科書 pp.240～252を読む。 

事後学習 
質的な福祉ニーズと量的な福祉ニーズについて

まとめる。 

第１７回 
住民の参加と方法、ローカルガバナンス；グループ

発表① 

事前学習 教科書 pp.174～194を読む。 

事後学習 ガバメントとガバナンスの違いを復習する。 

第１８回 
地域における福祉サービスの評価方法と実際；グル

ープ発表② 

事前学習 教科書 pp.281～298を読む。 

事後学習 
自分の住む地域で福祉サービスの評価を行う組

織について調べてみる。 

第１９回 
日本における地域福祉の発展過程、地域福祉理論の

発展と広がり；グループ発表③ 

事前学習 教科書 pp.2～8、pp.36～46を読む。 

事後学習 
セツルメント運動とわが国における地域福祉の

理論の類型についてノートにまとめる。 

第２０回 
海外における地域福祉の発展過程（イギリス・アメ

リカ）；グループ発表④；確認テスト③ 

事前学習 教科書 pp.314～322、pp.323～328を読む。 

事後学習 
イギリスとアメリカの地域福祉の発展過程をま

とめる。 

第２１回 

災害支援と地域福祉①災害支援の考え方、災害支援

の実際、非日常の支援から日常の支援へ；グループ

発表⑤ 

事前学習 教科書 pp300.～312を読む。 

事後学習 災害支援についてまとめる。 

第２２回 
災害支援と地域福祉②福祉避難所について；映像視

聴；グループ発表⑥ 

事前学習 教科書 pp300.～312を読む。 

事後学習 福祉避難所についてまとめる。 

第２３回 
生活困窮者自立支援制度と地域福祉①制度の概要、

事例；グループ発表⑦ 

事前学習 教科書 pp.14～20を読む。 

事後学習 生活困窮者自立支援についてまとめる。 

第２４回 
生活困窮者自立支援制度と地域福祉②子どもの貧

困；映像視聴；グループ発表⑧ 

事前学習 教科書 pp.14～20を読む。 

事後学習 映像から学んだことをまとめる。 

第２５回 
介護保険制度と地域福祉①在宅での看取りに向けた

支援 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 地域包括ケアシステムについてまとめる。 

第２６回 
外部講師による講演：介護保険制度と地域福祉②地

域包括ケアシステム構築に向けた取り組み 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 講演を聞いて学んだことをまとめる。 

課題研究

１ 

下記テーマ①または②のいずれかについて、レポートを作成してもらう。どちらのテーマでレポート作成を行うかに

ついては授業内で指示する。 

 

テーマ①：教科書 pp.300～312 を読み、災害発生後に求められるソーシャルワーク実践について時系列の変化に沿っ

てまとめなさい。 

テーマ②：配布資料を読み、震災と孤独死（孤立死）の関係、および震災と外国人住民の避難をめぐる課題について

まとめなさい。 

 

レポート形式：A4用紙 1.5～2枚（2400～3200字程度。Wordで 1ページあたり 40字×40行に設定すること） 

実施時期：第 1回の授業時および 5月末の授業時に説明する。 

提出期限：6月下旬（具体的な日時は授業内で指示する） 

事後学習：第 21・22回の授業時に質疑応答・意見交換を行う。 

備考：内容が似すぎているレポートが複数見つかった場合は、それらのレポートを書いた人全員が F評価となります。

当たり前ですが、下手でも良いので必ず自分の言葉でレポートを作成すること。 

課題研究

２ 



 

 

 

課題研究

３ 

下記テーマ③または④のいずれかについて、レポートを作成してもらう。どちらのテーマでレポート作成を行うかに

ついては授業内で指示する。 

 

テーマ③：配布資料を読み、2015年に「高齢者の地方移住を」という提言が出された社会背景、提言に対する賛成派

と反対派の主張、およびあなたの考えについてまとめなさい。 

テーマ④：配布資料を読み、厚生労働省が掲げる「地域共生社会」の考え方についてまとめなさい。また、外国人と

日本人が同じ地域の住民として助け合うには、どんな事に気を付ければ良いかあなたの考えを書きなさい。 

 

レポート形式：A4用紙 1.5～2枚（2400～3200字程度。Wordで 1ページあたり 40字×40行に設定すること） 

実施時期：第 1回の授業時および 6月末の授業時に説明する。 

提出期限：7月中旬（具体的な日時は授業内で指示する） 

事後学習：第 25・26回の授業時に質疑応答・意見交換を行う。 

備考：内容が似すぎているレポートが複数見つかった場合は、それらのレポートを書いた人全員が F評価となります。

当たり前ですが、下手でも良いので必ず自分の言葉でレポートを作成すること。 

課題研究

４ 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4 単位） 

３．科目番号 

SBMP2104 

SPMP2104 

PSMP2404 ２．授業担当教員 中土 純子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

地域福祉の基本的な考え方、主体と対象、係る組織、団体及び専門職や地域住民、地域福祉の推進方法を

学ぶとともに、地域援助技術としてのコミュニティワーク、コミュニティソーシャルネットワークの実践方
法を身につける。 

８．学習目標 

・地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を含
む）について説明できる。 

・地域福祉の主体と対象について理解し説明できる。 

・地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について把握することができる。 
・地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法について把握し、そ
の実際について説明できる。 

・地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域ト
ータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解し説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1．講義内容に関する課題（確認テスト/レポート）を複数回実施する。 

2．課題の詳細は講義内で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』中央法規出版。 
【参考書】 

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

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

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

いて理解する。 

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

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

○評定の方法 

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

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講態度や姿勢、提出物に関しては、「他人に迷惑をかけない」こと「提出期限を守る」ことを求めます。 

講義の進捗状況・理解度等によって、シラバスの内容が前後する場合があります。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（シラバス、講義概要、レポートについての説明等） 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体

的なイメージをつかむ。 

事後学習 地域福祉を学ぶ意味について理解を深める。 

第２回 
第 1章 新しい社会福祉システム① 

（地域福祉の発展過程） 

事前学習 第 1章（pp.1～33）を読む。 

事後学習 地域福祉の発展過程を整理して理解する 

第３回 
第 1章 新しい社会福祉システム② 

（福祉コミュニティ）  

事前学習 第 1章（pp.1～33）を読む。 

事後学習 地域福祉とコミュニティについて整理する。 

第４回 
第 2章 地域福祉の基本的な考え方①  

（地域福祉理論とその理念） 

事前学習 第 2章（pp.35～56）を読む。 

事後学習 
地域福祉理論の発展と広がり、地域自立生活

支援と地域福祉の理論を整理する。 

第５回 
第 2章 地域福祉の基本的な考え方②  

（地域における連携体制） 

事前学習 第 2章（pp.35～56）を読む。 

事後学習 

地域のとらえ方と福祉圏域、地域コミュニテ

ィ型組織とアソシエーション型組織の有機的

連携について整理する。 

第６回 第 3章 地域福祉の主体と福祉教育 

事前学習 第 3章（pp.57～76）を読む。 

事後学習 
地域福祉の主体と福祉教育、地域福祉の主体

と福祉教育の歩みを整理する。 

第７回 
第 4章 行政組織と民間組織の役割と実際① 

（地域福祉計画） 

事前学習 第 4章（pp.77～132）を読む。 

事後学習 
社会福祉における地方分権と地域福祉計画、

社会福祉協議会の役割と実際を整理する。 



 

 

第８回 
第 4章 行政組織と民間組織の役割と実際② 

（社会福祉法人と市民活動・福祉コミュニティビジネス） 

事前学習 第 4章（pp.77～132）を読む。 

事後学習 

社会福祉法人の役割と実際、民生委員・児童委

員、保護司、福祉コミュニティビジネスと企業

の社会貢献を整理する。 

第９回 
第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割

①（コミュニティソーシャルワークの概念） 

事前学習 第 5章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 

コミュニティソーシャルワークの考え方、コ

ミュニティソーシャルワークの展開とシステ

ムを整理する。 

第１０回 
第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割

②（地域アセスメント・専門職と住民の役割） 

事前学習 第 5章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 

コミュニティソーシャルワークの方法、専門

多職種のチームアプローチとコミュニティソ

ーシャルワーカーの役割を整理する。 

第１１回 
第 6章 住民参加と方法① 

（住民参加の形態） 

事前学習 第 6章（pp.173～194）を読む。 

事後学習 

地域福祉推進における住民参加の意義、市町

村社会福祉行政における住民参加について整

理する。 

第１２回 

第 6章 住民参加と方法② 

（地域福祉への参加保障） 

  

事前学習 第 6章（pp.173～194）を読む。 

事後学習 住民代表性と参加方法について整理する。 

第１３回 
第 7章 ソーシャルサポートネットワーク 

（アセスメントから支援計画へ）  

事前学習 第 7章（pp.195～212）を読む。  

事後学習 

ソーシャルサポートネットワークの考え方
と、ソーシャルサポートの多面性、支援計画を
整理する。 

第１４回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発① 

（社会資源の活用） 

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
社会資源の概要、社会資源の活用法とコーデ
ィネートについて整理する。 

第１５回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発② 

（福祉サービスの活用） 

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの開発、税制優遇と助成金の活
用を整理する。 

第１６回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発③ 

（ソーシャルアクション）  

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
まちづくりとソーシャルアクションについて
整理する。 

第１７回 
第 9章 地域における福祉ニーズの把握方法と実際① 

（アウトリーチの意義） 

事前学習 第 9章（pp.239～252）を読む。 

事後学習 
地域福祉におけるアウトリーチの意義、質的

な福祉ニーズの把握方法と実際を整理する。 

第１８回 
第 9章 地域における福祉ニーズの把握方法と実際② 

（福祉ニーズの把握） 

事前学習 第 9章（pp.239～252）を読む。 

事後学習 量的な福祉ニーズの把握方法と実際。 

第１９回 
第 10章 地域トータルケアシステムの構築と実際① 

（地域トータルケアシステムの展開） 

事前学習 第 10章（pp.253～279）を読む。 

事後学習 

地域トータルケアシステムの必要性と考え
方、地域トータルケアシステムの展開方法を

整理する。 

第２０回 
第 11 章 地域における福祉サービスの評価方法と実際
①（福祉サービスの評価） 

事前学習 第 11章（pp.281～298）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの評価を必要とする背景、評価

の考え方を整理する。 

第２１回 

第 11 章 地域における福祉サービスの評価方法と実際

② 

（福祉サービスのプログラム評価） 

事前学習 第 11章（pp.281～298）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの評価の方法と実際を整理す

る。 

第２２回 
第 12章 災害支援と地域福祉① 

（災害支援の方法） 

事前学習 第 12章（pp.299～312）を読む。 

事後学習 災害支援の考え方と方法を整理する。 

第２３回 
第 12章 災害支援と地域福祉② 

（災害支援の実際） 

事前学習 第 12章（pp.299～312）を読む。 

事後学習 災害支援の実際を整理する。 

第２４回 

第 13 章 日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方
① 

（イギリスのコミュニティソーシャルワーク） 

事前学習 第 13章（pp. 314～329）を読む。 

事後学習 イギリスの地域福祉について整理する。 

第２５回 

第 14 章 日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方
② 

（アメリカのコミュニティソーシャルワーク） 

事前学習 第 13章（pp. 314～329）を読む。 

事後学習 アメリカの地域福祉について整理する。 

第２６回 総まとめ 
事前学習 これまでの授業内容を整理する。 

事後学習 重要事項をまとめ、理解を深める。 



 

 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回～第６回の講義内容を踏まえ、「地域福祉の基本的な考え方」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：指定の A4用紙１枚 

実施時期：第６回の授業後 

提出期限：第７回の授業開始時に提出（授業中や授業後は認めない） 

留意事項：課題研究テーマの内容は、授業の進度に応じて変更することがある。 

レポート提出後、添削指導と質疑応答を第９回授業終了後に実施する。 

     課題についての質問等はその後の授業時間内でも適宜受け付けるものとする。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第７回～第１１回の講義内容を踏まえ、「行政組織と民間組織」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：指定の A4用紙１枚 

実施時期：第１１回の授業後 

提出期限：第１２回の授業開始時に提出（授業中や授業後は認めない） 

留意事項：課題研究テーマの内容は、授業の進度に応じて変更することがある。 

レポート提出後、添削指導と質疑応答を第１４回授業終了後に実施する。 

     課題についての質問等はその後の授業時間内でも適宜受け付けるものとする。 

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

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第１２回～第１７回の講義内容を踏まえ、「社会資源とソーシャルアクション」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式：指定の A4用紙１枚 

実施時期：第１７回の授業後 

提出期限：第１８回の授業開始時に提出（授業中や授業後は認めない） 

留意事項：課題研究テーマの内容は、授業の進度に応じて変更することがある。 

レポート提出後、添削指導と質疑応答を第２０回授業終了後に実施する。 

     課題についての質問等はその後の授業時間内でも適宜受け付けるものとする。 

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

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第１８回～第２３回の講義内容を踏まえ、「地域トータルケアシステムの展開」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式：指定の A4用紙１枚 

実施時期：第２３回の授業後 

提出期限：第２４回の授業開始時に提出（授業中や授業後は認めない） 

留意事項：課題研究テーマの内容は、授業の進度に応じて変更することがある。 

レポート提出後、添削指導と質疑応答を第２６回授業終了後に実施する。 

     課題についての質問等はその後の授業時間内でも適宜受け付けるものとする。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
知的障害教育Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3448 

SCMP3448 

SBMP3448 ２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

 本講義では、知的障害を伴う児童生徒に関する現代の教育理念とその背景に触れながら、インクルーシブ

教育時代の教育実践における倫理観や責任感、基礎的な知識を身につける。また、知的障害にしばしば合併

する、自閉スペクトラム症、てんかん、肢体不自由や、病弱虚弱（腎臓疾患、喘息等）にも触れながら、通常

学級との連続性も考慮しつつ、その幅広い実態を知る。さらに、各種アセスメントや専門的な療育技法の基

礎知識を学び、個別の教育支援計画、個別の指導計画が作成できる、実践力、即戦力を培う。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

①知的障害教育に関連する法令や学習指導要領。 

②知的障害、発達障害、自閉スペクトラム症の定義や特性及び対応。 

③教育課程編成上の留意点がわかる。 

④学習指導要領に根拠をおいた教育課程（各教科等をあわせた指導）の内容・方法。 

⑤個別の教育支援計画・個別の指導計画等各種教育計画の概要がわかる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

適宜、小テスト及びレポートを実施します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 ①玉村公二彦・清水貞夫ほか編著『キーワードブック 特別支援教育』クリエイツかもがわ、

2019。 

      ②文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 総則等編(幼稚部･小学部・中学部)（平成 30 

年 3月）』開隆堂 

【参考書】 ①文部科学省『特別支援学校幼稚部教育要領 小学部･中学部学習指導要領（平成 29年 4月）』

海文堂出版 

②文部科学省『特別支援学校学習指導要領解 自立活動編(幼稚部･小学部・中学部)（平成 30年

3 月）』開隆堂 

③文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）（平成 30 年 3

月）』開隆堂 

＊教科書①、②は必須、特別支援学校教員採用試験を受ける人は参考文献①②③も購入してください。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別支援教育の理念と制度の概要を理解したか。 

２．知的障害・発達障害の定義や特性を理解したか。 

３．知的障害教育の教育課程、特に「各教科等を合わせた指導」の法的根拠や内容を理解したか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業での態度       総合点の２０％ 

２ 事前学習・論文課題    総合点の２０％ 

３ 演習への取組み等      総合点の２０％ 

４ 期末試験         総合点の４０% 

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

12．受講生への 

メッセージ 

ここ数年、我が国においても共生社会の実現に向けての動きが加速度的に進み、今年度は東京オリンピック・

パラリンピックの開催を控え（延期）、特別支援教育を取り巻く状況も大きく変化しています。今、教育現場

では何が始まっているのか、またどんな人材が求められているのかを考えながら、知的障害教育の実際をじ

っくり学んでいきましょう。 

13．オフィスアワー 1 回目の講義でお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

障害児教育の動向 

事前学習 
pp.12-13「ノーマライゼーション」について

調べておく。 

事後学習 
日本の「障害者基本計画」への影響について

まとめておく。 

第２回 インクルージョンとインクルーシブ教育 

事前学習 

教科書 pp.14-17「インクルーシブ教育」、教

科書 pp.18-23「障害者権利条約」「合理的配

慮」について調べておく。 

事後学習 
「インテグレーションとインクルージョン」

の違いを確認しておく。 

第３回 特別支援教育への国際的な流れ 

事前学習 
教科書 p.17「ウォーノック報告」とは何か調

べておく。 

事後学習 
「ウォーノック報告と障害児の権利に関す

る条約、インクルーシブ教育との関係につい



 

 

てまとめておく。 

第４回 国際障害分類と国際生活機能分類 

事前学習 
教科書 pp.160-161「ICF」とは何か調べてお

く。 

事後学習 
ICIDH と ICF の違いを説明できるようにし

ておく。 

第５回 特別支援教育の理念 

事前学習 
教科書 pp.30-31、特に「特別支援教育の理念」

を読んでおく。 

事後学習 
「特殊教育と特別支援教育の違いを説明で

きるようにしておく。 

第６回 知的障害児の就学 

事前学習 
教科書 pp.66-67 を参考に、知的障害児が就

学するまでの育ちの経過を掴んでおく。 

事後学習 
新しい就学相談のしくみについて説明でき

るようにしておく。 

第７回 
知的障害教育の教育課程① 

－特別支援教育の法的な位置づけ－ 

事前学習 

特別支援学校学習指導要領解説 総則等編

pp.412-420「付録：参考法令」、教科書 pp.74-

75「特別支援教育の学習指導要領と教育課

程」を読んでおく。 

事後学習 

特別支援学校の目的を示す法律や、知的障害

教育の教育課程の根拠となる法令を確認し

ておく。 

第８回 
知的障害教育の教育課程② 

－各教科等を合わせた指導・自立活動－ 

事前学習 

教科書 pp.78-79 を読んで、「各教科等を合わ

せた指導」や「自立活動」の概要を掴んでお

く。 

事後学習 

「各教科等を合わせた指導」とは何か、法令

や学習指導要領解説に基づき説明できるよ

うにしておく。 

第９回 
知的障害に合併する疾患② 

－自閉症スペクトラムとその周辺－ 

事前学習 
教科書 pp.188-191「ADHD」「自閉症スペク

トラム（ASD）」を読んでおく。 

事後学習 
「発達障害」の２つの概念について整理して

おく。 

第１０回 
知的障害に合併する疾患③ 

－てんかんとその対応－ 

事前学習 教科書 pp.196-197「てんかん」を読んでおく。 

事後学習 
学校場面での発作に対応できるように、ポイ

ントをまとめておく。 

第１１回 
知的障害に合併する疾患④ 

－肢体不自由や重症心身障害、その他の概要－ 

事前学習 
教科書 pp.192-193「脳性麻痺」、pp.204-205

「重症心身障害児」を読んでおく。 

事後学習 
教師が行なう医療的ケアのポイントをまと

めておく。 

第１２回 
知的障害教育における指導技法① 

－TEACCH プログラム－ 

事前学習 
教科書 pp.136-137 を読んで、TACCH プログ

ラムについて知っておく。 

事後学習 
各指導技法について簡単に説明できるよう

にしておく。 

第１３回 
知的障害教育で使う用語 

まとめ 

事前学習 授業で覚えた専門用語の意味を調べておく。 

事後学習 
期末試験に向けて、これまでに学習したこと

を再確認する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：ダウン症について、教科書他を参考に以下の内容についてレポートまとめなさい。 

① 障害名の由来、②障害の特徴（合併症や特性）、③ダウン症に係るトピックとコメント 

レポート形式：A4 用紙 1枚（1440 字程度） 

実施時期：第 9回授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回授業開始時に提出する。提出後、解説、質疑、意見交換を第 11回の授業の中で行う。 

事後学習：レポート作成と解説、質疑、意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：ソーシャルスキルトレーニング（SST）について、教科書や事前配布資料を参考に、以下の事例を改

善する方法を自分なりに考えなさい。（事例①自分で起きることができない、事例②すぐに離籍してしまう、事例③ゲ

ームで負けを受け入れられない） 

レポート形式：A4 用紙 1枚（1440 字程度） 



 

 

実施時期：第 11 回授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回授業開始時に提出する。提出後、解説、質疑、意見交換を第 13回の授業の中で行う。 

事後学習：レポート作成と解説、質疑、意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知的障害者の心理・生理・病理 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2450 

SCMP2450 

SBMP2450 

SSMP2350 
２．授業担当教員 村本 浄司 

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。※可能

であれば補講期間などに関連施設の見学を入れる。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

知的障害特別支援学校の在籍児童生徒はいま、その大半が自閉症である。特別支援教育に関わる教員を目
指すのであれば自閉症に関する知識、理解を深めることは必須の条件であり、本講座では主に自閉症児者の

心理や病理にスポットを当てて講義を進めていく。また昨今では特別支援学校高等部に在籍する軽度知的障
害がある生徒が起こす問題行動がクローズアップされている。ダウン症などその他の知的障害も含め、特別
支援学校児童生徒の理解に必要な基礎的、基本的知識をベースにしながら彼らの生活全般に係る指導・支援

の方法についてともに考えていく。講義ではスライドや画像、動画、独自の資料を多用し、積極的なグルー
ディスカッションを取り入れ、より実践的に学ぶ。 

８．学習目標 

以下に関して学習し理解を深め、指導実践力を高める。 

１．知的障害に関する基礎的、基本的な知識を理解し、説明することができる。 
２．特に自閉症ついてはその発生原因から発達過程、行動特性などについて知り、学校現場での支援方法に

ついて考えを述べることができる。 

３．各種発達検査の目的、種類、方法、アセスメントについて理解し、説明することができる。 
４．ダウン症やその他の知的障害についても理解を深め、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業終了後に、前回の復習、授業内容、感想等を記入したレポートを提出。 

２．知的障害・発達障害の基礎知識や支援に関する課題レポートの作成を求める（合計1500字以上） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

教科書は使用しない。教員が準備した資料を適宜配布する。 

【参考書】 

村本浄司著『施設職員 ABA支援入門 行動障害のある人へのアプローチ』学苑社。 

梅谷忠勇編著『知的・発達障害児の学習 心理と指導支援』田研出版。 

宮本信也監修『自閉症スペクトラム（アスペルガー症候群）の本』主婦の友社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．知的障害の心理・生理・病理についての基礎的知識を理解し、説明できるか。 

２．自閉症、ダウン症やその他の知的障害の障害特性を理解し、適切な支援方法・指導実践力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（総合点の 40％） 

３ 課題レポート（総合点の 30％） 

12．受講生への 

メッセージ 

特別支援学校の現場では、生徒一人ひとりのために個別教育計画を作成し、それに基づき指導を行えること

を目指します。特に近年では合理的配慮に基づく教育が求められるようになってきました。また、学校現場

で課題となっている行動問題を示す生徒について学校全体でどのように取り組むべきかについても検討する

必要があります。学生の皆さんには、教員になった際に生徒の責任にせずに関わり方や教え方をどのように

変えればよいかという視点を持てるようにしてください。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義で詳細を伝えます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

①オリエンテーション 

②知的障害（１） 

―定義、発生原因― 

事前学習 
知的障害児･者について専門書やインターネット等で調

べておく 

事後学習 配布資料から「知的障害の定義」についてまとめる。 

第２回 
知的障害（２） 

―行動特徴― 

事前学習 
「知的障害の特性」について本やインターネントで調べ

て､まとめておく。 

事後学習 配布資料から「知的障害の特性」についてまとめておく。 

第３回 

知的障害（３） 

―心理的特性（記憶・注意・動機づけ・運動

など）― 

事前学習 
「知的障害の心理的特性」について専門書を参考に調べ

てまとめておく。 

事後学習 
配布資料から「知的障害の心理的特性」についてまとめ

ておく。 

第４回 
知的障害（４） 

―コミュニケーション、指導支援― 

事前学習 
知的障害のコミュニケーションについて、専門書などか

ら調べてまとめておく。 

事後学習 
配布資料から「知的障害の特性に応じた指導」について、

まとめておく。 



 

 

第５回 
自閉スペクトラム症（１） 

－定義、心理特性、行動特徴など－ 

事前学習 
「自閉症の定義や行動特徴」について、専門書やインタ

ーネット等で調べておく。 

事後学習 
配布資料から「自閉症の特性に応じた指導」について、

まとめる。 

第６回 
自閉スペクトラム症（２） 

－二次的な障害と行動障害－ 

事前学習 
「自閉症の二次的障害、行動障害」について、専門書や

インターネット等で調べて､まとめる。 

事後学習 
配布資料から「自閉症の二次的な障害と予防」について、

まとめる。 

第７回 
自閉スペクトラム症（３） 

－医療、福祉、就労、社会生活－ 

事前学習 
「自閉症の就労の現状」について、教科書･インターネッ

ト等で調べておく。 

事後学習 
配布資料から「自閉症の就労や福祉の現状」についてま

とめる。 

第８回 
その他の知的障害について 

―ダウン症、および脳性まひについて― 

事前学習 
専門書などからダウン症や脳性麻痺について調べてお

く。 

事後学習 配布資料から「ダウン症や脳性麻痺について」まとめる。 

第９回 

自閉症以外の発達障害について 

－LD,ADHD における定義･特徴・心理的特性･

行動特性－ 

事前学習 
「LD,ADHD」について、教科書･インターネット等で調べ

ておく。 

事後学習 「LD、ADHD への指導方法」について、まとめておく。 

第１０回 
知的障害・発達障害に対する心理アセスメン

ト 

事前学習 
「知的障害のある人に対する心理検査やアセスメント」

について専門書やインターネットで調べておく。 

事後学習 
授業中に提示された心理検査やアセスメントについて配

布資料を参考にまとめる。 

第１１回 

知的障害・自閉症児者に対する支援（１） 

―ABAの基礎知識（強化、および消去の原理）

― 

事前学習 
「応用行動分析」について、教科書･インターネット等で

調べておく。 

事後学習 「強化の原理や消去の原理」について、まとめる。 

第１２回 

知的障害・自閉症児者に対する支援（２） 

―望ましい行動を指導する（分化強化、シェ

イピング法、トークンエコノミー法）― 

事前学習 
分化強化法やシェイピング法について、配布資料に基づ

きまとめておく。 

事後学習 
知的発達障害生徒が、学童期に形成すべき望ましい行動

とは何かについて調べておく。 

第１３回 
知的障害、自閉症児者への支援（３）―行動

問題への支援― 

事前学習 
「行動問題へのアセスメント」について、教科書･インタ

ーネット等で調べておく。 

事後学習 
配布資料から「「行動問題へのアセスメント」について、

まとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「自閉症の障害特性に応じた教育とは何か」についてレポートをまとめること。 

レポート形式：A4 用紙１枚（１０００字程度） 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。提出後、添削し後日学生に返却する。その後の授業において適宜質問を受け付

ける。 

事後学習：添削されたレポートを確認してノートにまとめる。 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ： 

レポート形式：A4 用紙１枚（１０００字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。提出後、添削し後日学生に返却する。 

事後学習：添削されたレポートを確認してノートにまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
中国の文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 GECM1313 

２．授業担当教員 張 岩 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ学習等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

初心者を対象に、中国語の基礎訓練を行う。やさしく、正確に、しかも気軽に話せるように、まず簡単な

会話の訓練から始める。同時に、古来より日本にはかりしれない影響を与え続けてきた、「隣の国」中国の文

化と歴史についても学習していく。国連公用語に指定されている、国際語としての中国語の言語的特徴（リ

ズミカルな美しい音調等）を理解し、簡単な会話であれば、気軽に正確に使えるようになることを目指し、

学習を進めていく。また、今、経済成長を遂げ、国際的にも発言力を増してきた中国について、言語と文化、

そして人びとの暮らしを通して理解し、これからの交流の機会に役立てていく授業である。 

８．学習目標 

１．中国語の発音と文法の概略を知り、自ら学習を進展させることができるようにするための基礎を身につ

ける。 

２．ピンイン（ローマ字による中国語発音表記システム）の読み方と綴り方、常用の単語、日常の挨拶語、

単文の基本文型などを学ぶことで、中国語の各音節が声調を伴って正確に発音でき、基本的な表現構造

を理解できるようになる。 

３．授業では簡単な受け答えや聞き取り・書き取りなどの練習を通して、簡単な会話が聞き取れ、話せるよ

うになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中の口頭発表：随時、ディスカッション後（授業に対しての理解を確認する、個人の見解を述べて、皆

で考える）。 

授業中及び授業後のドリル：一課毎（勉強した内容を振り返って、理解を強化する） 

レポート：１～２回（映画などを見て考えよう。命題。800～1200文字） 

小テスト、まとめドリル（採点あり）：学期中、期末（学習内容がどれくらい習得したのかを確かめる） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

陳淑梅・劉光赤著『しゃべっていいとも中国語（中西君と一緒に中国へ行こう）』朝日出版社。 

（履修にあたって、教科書は必ず用意すること） 

【参考書】（任意） 

○中国語辞書 ○瀬戸口 律子著『完全マスター中国語の文法 改訂版』。 

○竹内 実著『北京』文芸春秋社。 

○沈潔 著『地域福祉と福祉ＮＰＯの日中比較研究』日本僑報社。 ○その他、インターネットなど 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.中国語の発音と文法の概略を知り、自ら学習を進展させることができるようにするための基礎を身につけ

たか。 

2.ピンイン（ローマ字による中国語発音表記システム）の読み方と綴り方、常用の単語、日常の挨拶語、単

文の基本文型などを学ぶことで、中国語の各音節が声調を伴って正確に発音でき、基本的な表現構造を理

解できたか。 

3.授業では簡単な受け答えや聞き取り・書き取りなどの練習を通して、簡単な会話が聞き取れ、話せたか。 

○評定方法 

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

1.授業への積極的な参加 総合点の 30% 

2.小テスト       総合点の 40% 

3.課題レポート     総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

発音が難しいといわれる中国語ですが、ルールやコツを覚えてしまえば大丈夫。漢字をもつ日本人には、

とても学び易い外国語といえます。しかし、共通点が多い反面、「日本語と異なった外国語である」としっか

り認識しておかないと、日本語との混同や誤用が習得の邪魔になることも。また、この授業を通して、中国

語だけではなく、ビデオや映画などを楽しみながら、言語とその背景にある文化や人々の暮らしを学んでい

きましょう。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後に設ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

講義概要・学習目標・注意事項などの説明  

発音記号と声調Ⅰ（母音、子音、組み合わせ） 

（教科書第１～４課より、中国語基本音節表） 

☆課題研究１の説明、課題詳細を配布 

事前学習 
予習：教科書 pp.2～3、9～10、13～14（内容

を読んで理解する） 

事後学習 

復習：発音記号と声調Ⅰの内容（授業でノー

トにメモした内容や、授業で勉強した教科書

の内容をまとめて、CD を聴いて発音練習を

する） 

☆課題１について調べて、レポートに書く 

  



 

 

第２回 

①教科書 p.11、p.15 ドリル 

②発音記号と声調Ⅱ（母音の鼻音、声調） 

（教科書第１～４課より、中国語基本音節表） 

☆課題１レポートを提出 

事前学習 

予習：教科書 pp.5～6、17～18（内容を読ん

で理解する） 

☆レポートを準備 

事後学習 

復習：発音記号と声調Ⅱの内容（授業でノー

トにメモした内容や、授業で勉強した教科書

の内容をまとめて、CD を聴いて発音練習を

する）。教科書のドリルで間違えたところを

まとめる） 

第３回 

①教科書 p.7、p.19 ドリル 

②発音記号と声調Ⅲ（変調、ｒ化、軽声） 

③簡単なあいさつから発音を練習 

（教科書第１～４課より） 

事前学習 
予習：教科書 pp.5～6、17～18（内容を読ん

で理解する） 

事後学習 

復習：発音記号と声調Ⅲの内容（授業でノー

トにメモした内容や、授業で勉強した教科書

の内容をまとめて、CD を聴いて発音練習を

する）。教科書のドリルで間違えたところを

まとめる） 

第４回 
中国いろいろ（ビデオ＊） 

☆課題１レポートデスカッション 

事前学習 

復習：発音記号と声調Ⅰ～Ⅲの内容（授業で

ノートにメモした内容や、授業で勉強した教

科書の内容をまとめて、CD を聴いて発音練

習をする） 

事後学習 第１～４課の挨拶用語を暗記する 

第５回 

①小テスト（発音記号と声調の確かめ） 

②教科書第５課「出迎える」 

（名前の言い方と尋ね方） 

事前学習 

復習：発音記号と声調Ⅰ～Ⅲの内容（授業で

ノートにメモした内容や、授業で勉強した教

科書の内容をまとめて、CD を聴いて発音練

習をする） 

予習：教科書 pp.20～22（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第５課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容をまとめて、発音練習をす

る）教科書 pp.24～25 ドリル 

第６回 

①教科書第５課 

②教科書 pp.24～25 ドリルの答え合わせ 

③教科書第６課「歓迎パーティー」 

（動詞“是”、助詞“的”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.26～27（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第６課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容と教科書のドリルで間違

えたところをまとめる） 

小テストで間違えたところをまとめる 

第７回 

①教科書第６課 pp.28～29 

②教科書 pp.30～31 ドリル 

③映画「活きる」とその時代背景（資料配布） 

事前学習 
教科書 p.28、CD を聴いて発音してみる、第

６課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第６課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容と教科書のドリルで間違

えたところをまとめる） 

映画「活きる」の時代背景について、資料を

読む、調べる（インターネット、図書館など） 

第８回 映画観賞：「活きる」Ⅰ 
事前学習 

映画「活きる」とその時代背景（資料などを

読む） 

事後学習 映画の内容をノートにまとめる 

第９回 

 

映画観賞：「活きる」Ⅱ、レポート課題を配布 

 

事前学習 
映画「活きる」とその時代背景（資料などを

読む） 

事後学習 映画の内容をノートにまとめる 

第１０回 

①教科書第７課「タクシーに乗る」 

（基本語順、連動文） 

②ディスカッションと指導、「活きる」レポート設題に

ついて 

 

事前学習 

映画の資料やノート、調べた内容を用意 

予習：教科書 pp.32～33（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第７課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容をまとめる） 

ディスカッションの内容をノートにまとめ

る、レポートの主旨を決め、レポートを書く 



 

 

第１１回 
①教科書第７課 pp.34～35 

②教科書 pp.36～37 ドリル 

事前学習 
教科書 p.34、CD を聴いて発音してみる、第

７課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第７課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容と教科書のドリルで間違

えたところをまとめる） 

第１２回 

教科書第８課「宿泊する」 

（能願動詞“想”、動詞“有”） 

レポート提出 

 

事前学習 

予習：教科書 pp.38～40（内容を読んで理解

する新出単語を発音して覚えてみよう） 

レポートを用意  

事後学習 

復習：教科書第８課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容をまとめて、発音練習をす

る）教科書 pp.42～43 ドリル 

第１３回 

①教科書第８課 pp.40～41 

②教科書 pp.42～43 ドリルの答え合わせ 

☆１～８課復習練習問題を配付 

事前学習 
予習：教科書 p.40、CD を聴いて発音してみ

る、第８課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第８課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容と教科書のドリルで間違

えたところをまとめる） 

総復習：１～８課の授業でノートにメモした

内容や、教科書の内容と教科書のドリルで間

違えたところをまとめる、１～８課復習練習

問題を覚える 

課題研究

１ 

課題テーマ：中国の文化や歴史、生活習慣など、さまざまのことについて、自分の一番興味のあることについて、調べ

て考えて、レポートにまとめなさい 

レポート設題：「これが私の興味ある中国」 

実施時期：第 1 回の授業後 

提出期限：第 2 回の授業開始に提出 

事後学習：レポート作成と質疑応答、意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：映像で復習（DVD)、学習のまとめ（まとめドリル） 

実施時期：第 13 回の授業日以降の補講日などにて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：ノート、教科書、プリントを整理して用意 

事後学習：「学習のまとめ」で分からないところをまとめる 

 

 

＊13 回の授業の後、期末テストの時間は別途に設けません 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） データベース演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3313 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、リレーショナルデータベースに関する基礎知識を、演習を通して考える。データベース、デ

ータモデルなどの概念を理解するとともに、データベースの効率的な検索技法を身につけることを目標とす

る。また、関係データベースを利用するための言語である、SQL 言語の基礎を解説し、SQL 言語を用いた基

礎的な演習を行う。 

８．学習目標 

 現在、主流であるリレーショナルデータベースの仕組みについて学ぶだけではなく、データベース管理シ

ステムの歴史と、それらの管理システムを可能にしたハードウエアの仕組み、数学の概念、ソフトウェアの

基本も学ぶことを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

単元終了ごとにテキストの演習問題を課題とする。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

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

【参考書】北川 博之『データベースシステム』オーム社。 

     増永良文『リレーショナルデータベース入門』サイエンス社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①リレーショナルデータベースの仕組み、②データベース管理システムをそれらの管理システムを可能にし

たハードウエアの仕組み、③データベースに必要な数学の概念、④データベースの設計ツール、上記 4 点に

ついて学ぶことはできたか？ 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、小テスト、課題提出状況など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

事前学習を怠らないこと。やむを得ず欠席した場合は各自で補完すること。 

データベース演習Ⅱへの基礎となるため確実な理解を。 

13．オフィスアワー 講義初回にて提示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 データベースの基本概念 
事前学習 データベースが利用されているケースを考える。 

事後学習 データベースの概念をまとめる。 

第２回 概念モデル、実体関連図 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 ER図を書いてみる。 

第３回 データモデルについて 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 各種データモデルについてまとめる。 

第４回 リレーショナルモデルの基本概念 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 内容を振り返り各自まとめる。 

第５回 データ操作言語とは 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 配布された演習課題を解く。 

第６回 リレーショナル代数 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 実体関連モデルについて理解を深める。 

第７回 正規化 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 データの定義、操作言語についてまとめる。 

第８回 データベースの設計理論 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 データの定義、操作言語についてまとめる。 

第９回 トランザクション 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 トランザクション処理について各自まとめる。 

第１０回 障害回復 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 ログ、アルゴリズムについて復習する。 

第１１回 設計演習 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 配布された演習課題を解く。 

第１２回 SQL演習１（作成・挿入） 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 関係演算のアルゴリズムとコストについて復習する。 

第１３回 SQL演習２（更新・削除） 
事前学習 配布されたプリントを参照し、用語を理解する。 

事後学習 関係演算のアルゴリズムとコストについて復習する。 

課題研究 

1 

テーマ ：世の中で利用されているデータベースの種類と特徴をリストせよ。 

また，データベースはなぜ必要なのか，データベースを使わない事に対するデメリットを挙げよ。 

形  式 ：A4 2枚程度 

期  限 ：第 8回授業時 

事後学習：意見交換をもとに学んだことをまとめる 

  



 

 

 

課題研究 

2 

テーマ ：RDBMS以外で現在利用されている，または今後利用されるであろうモデルのデータベースをリストし，特徴

と適した利用方法を述べよ。 

形  式 ：A4 2枚程度 

期  限 ：第 13回授業時 

事後学習：意見交換をもとに学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 哲学 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1319 

GELA1340 
２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

義で学ぶ哲学である。 

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

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

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

８．学習目標 

1 哲学の基礎的な用語や哲学の歴史について理解する。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ミニレポート・ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．期末レポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

【参考書】 

田中正人『哲学用語図鑑』プレジデント社、2015。 

貫成人『哲学マップ』ちくま新書、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・哲学の基礎的な用語や哲学の歴史について理解しているか。 

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

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

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

４．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

哲学とはなにか？（第１章） 

世界とはなにか？（第２章） 

‐初期ギリシア哲学・ソクラテス‐ 

事前学習 
教科書（pp. 1～51）を読み、分からない箇所をチェックして

おく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第２回 
世界とはなにか？（第２章） 

‐プラトン・アリストテレス‐ 

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

おく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第３回 
世界は認識できるのか？（第３章） 

‐大陸合理論とイギリス経験論‐ 

事前学習 
教科書（pp.60～78）を読み、分からない箇所をチェックして

おく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第４回 
世界は認識できるのか？（第３章） 

‐カントの理性批判‐ 

事前学習 
教科書（pp.79～89）を読み、分からない箇所をチェックして

おく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第５回 
世界は認識できるのか？（第３章） 

‐ヘーゲルの精神現象学‐ 

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

おく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第６回 
真理はあるのか？（第４章） 

‐フッサールの現象学‐ 

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

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 



 

 

第７回 

真理はあるのか？（第４章） 

‐フランクフルト学派・ウィトゲンシュ

タイン‐ 

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

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第８回 
私とはなにか？（第５章） 

‐キルケゴール、・ニィーチェ‐ 

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

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第９回 
私とはなにか？（第５章） 

‐ハイデガー‐ 

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

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１０回 
社会とはなにか？（第６章） 

‐サルトル・マルクス‐ 

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

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１１回 
社会とはなにか？（第６章） 

‐構造主義‐ 

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

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１２回 
社会とはなにか？（第６章） 

‐ポスト構造主義‐ 

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

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１３回 
これまでの議論を踏まえてレポート課

題に取り組む 

事前学習 
これまで取り上げたテーマやディスカッションの内容を復習

し、自らの意見を考えておく。 

事後学習 
ディスカッションの中で明らかとなってきた自分自身の考え

方・ものの見方について分析し、まとめる。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：教科書の「はじめに」「第１章」を読み、哲学の主要な問いの中でどの問いに興味があるのかについ

て理由も含めて自らの考えを述べなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ： 授業で取り上げてきた哲学者の中から一名を選び、その主張や理論をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末レポート作成に活用する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 統計学 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1321 

GELA1342 

GELA1121 ２．授業担当教員 三好 一英 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

「統計学」履修後，「社会調査法」，「心理統計法」も履修するとさらに理解が深まります。 

７．講義概要 

我々の身の回りには実に多くの統計的データが存在する。しかし、それらについての正しい見方を知らない

と、日常生活において重大な間違いを犯してしまうことにもなりかねない。理系・文系の枠に関係なく、統

計学の知識は、データを正しく読み取り、正しく理解するために必要な教養のひとつである。この統計学の

クラスでは、統計に対する正しい知識を身につけることと、将来自分でデータを集め分析できるようになる

ことを目標に、統計学の基本的な概念の紹介から始まり、記述統計、推測統計まで幅広く学習していく予定

である。 

８．学習目標 

日常生活における統計学的なものの見方・考え方を身につけるとともに、レポート・論文の中に記載された

統計に関する記述箇所を正しく読み取れるようになること、また自らが行った統計分析結果について正しく

記述できるようになることが，本講義の主たる学習目標である。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

予習も重要ではあるが，毎回の授業内容の復習は必ず行うこと。 
毎回の授業内容の復習なしに講義に臨むことは非常に挑戦的(無謀)である。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
山田剛史・村井潤一郎『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房。 

別途，講義資料として印刷教材を配布する。 
【参考書】 
南風原朝和『心理統計学の基礎』有斐閣アルマ。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．統計学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．統計学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題（テスト、レポート、発表など）総合点の８０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

1. 数字や数式が出てくるからと身構える必要はありませんが，気を抜くと分からなくなります。毎回高い
緊張感と積極的な態度で授業に臨んでください (経験上，前の方の席に座る学生は好成績です) 。 

2. 講義は毎回の積み重ねです。前回の内容理解を前提に講義は進められます。 

3. 講義内容はすべて教科書の内容に基づいています。講義中によく分からなかったところについては，次
回までに教科書を何度もよく読みこんでおいてください。復習が何より大切です。 

4. 授業中に無断で途中退出することは禁止します。 

5. 授業中に電卓を使用しますので，√(ルート)の計算ができるものを毎回忘れず持参してください。 

※携帯電話，スマートホン不可。 

統計で困ったことになった 2年生以上の上級生の聴講も歓迎します。 

13．オフィスアワー 初回講義時に説明する。 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：心理統計とは何か 
事前学習 教科書を入手し、一通り確認しておく 
事後学習 統計学の全体像をつかむ 

第２回 データと尺度，代表値のいろいろ 
事前学習 pp.18-33 を読んでおく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第３回 散布度：分散，標準偏差 
事前学習 pp.34-37 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第４回 散布図と共分散 
事前学習 pp.44-51 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第５回 因果関係と相関関係，相関係数と連関係数 
事前学習 pp.52-65 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第６回 標準化と偏差値の求め方 
事前学習 pp.38-41 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第７回 正規分布の特徴とその利用 
事前学習 pp.80-89 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第８回 記述統計から推測統計へ 
事前学習 pp.18-55, pp.80-89 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 
事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第９回 
統計的仮説検定 1：帰無仮説・対立仮説・

有意水準 

事前学習 pp.174-207 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 
事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第１０回 
1 つの平均値の検定 

(母分散が既知の場合) 

事前学習 pp.118-121 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第１１回 
1 つの平均値の検定 

(母分散が未知の場合) 

事前学習 pp.126-127 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 



 

 

第１２回 
2 つの平均値の検定 

(対応のない t検定) 

事前学習 pp.128-131 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第１３回 
2 つの平均値の検定 

(対応のある t検定) 

事前学習 pp.144-149 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

課題研究

１ 

テーマ：pp.68-79 を読み，実験計画法のうち，被験者間計画と被験者内計画について調べ，それぞれの長所と短所につ

いてレポートにまとめる。 

体裁：表紙をつけず，ヘッダー部分に科目名，学籍番号，氏名を記入。A4 用紙 1 枚程度(40 字×30 行) 

実施時期：夏休みの前 

提出期限：夏休み明け最初の講義時 

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

課題研究

２ 

テーマ：pp.108-117 を読み，統計的検定に伴う誤りα，βについて調べ，それぞれについてレポートにまとめる。 

体裁：表紙をつけず，ヘッダー部分に科目名，学籍番号，氏名を記入。A4 用紙 1 枚程度(40 字×30 行) 

実施時期：夏休みの前 

提出期限：夏休み明け最初の講義時 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 道徳の指導法（初等）（2単位） 

３．科目番号 

EDTE3308 

SJMP3298 

SJMP3398 ２．授業担当教員 倉澤 達雄 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春 期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート・「道徳教育の目標、内容」にかかわる設問 

    ・「道徳教育の指導」にかかわる設問 

    ・「道徳性の日常的な育成」に関する設問 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

柳沼良太著『道徳の理論と指導法』図書文化社、2017。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』廣済堂あかつき、2018。 

【参考書】 

赤坂雅裕『心に響く道徳教育講義‐教職を志す大学生と現場の忙しい先生方へ‐』北樹出版、2008。 

田沼茂紀『人間力を育む道徳教育の理論と方法』北樹出版、2011。 

松下良平『道徳教育はホントに道徳的か？-「生きづらさ」の背景を探る‐』日本図書センター、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

ける道徳教育の意義について自らの考えを深めることができたか。 

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

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

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 20％ 

・課題（中間レポート・小テスト・ワークシート等） 40％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は教師を志す人のためのものです。子どもに充実した教育を保障するためには、まず、教師自身の

道徳性とその実践力が問われます。したがって、みなさんの講義への責任ある参加態度が特に重要になりま

す。また、この学習が自分の日常の生活態度に反映することを期待します。学習指導要領が改正されました。

それを踏まえて積極的に学びましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション‐道徳教育について考える‐
（第 1部第 1章） 

事前学習 
これまで受けてきた道徳の授業について振り返
る。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第２回 
道徳性とは何か・道徳の目標 
（第 1部第 2章・3章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第３回 
道徳性の発達理論 
（第 1部第 4章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第４回 
道徳性の発達理論に基づく道徳教育 
（第 1部第 5章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 



 

 

第５回 
道徳教育の計画・道徳科の基本方針 
（第 2部第 1章・2章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第６回 
道徳科の学習指導の展開・道徳教材の活用 
（第 2部第 3章・4章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第７回 
道徳科における問題解決的な学習 
（第 2部第 5章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第８回 
道徳科の多様な授業展開例 
（第 2部第 7章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第９回 
教師に求められる道徳的指導力とは 
（第 2部第 8章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１０回 道徳の評価（第 2部第 9章） 

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

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこと

をノートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１１回 小学校低学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニ
ングしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の

反省をする。 

第１２回 小学校中学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニ
ングしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の

反省をする。 

第１３回 小学校高学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニ
ングしておく。 

事後学習 

この授業を踏まえて、教師になった際にどのよう

な道徳の授業を行うのかについて考えをまとめ

る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書(第 1部第 6章)(pp.60~71)を読み「日本における道徳教育の歴史」について、自分の理解を加

えてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,200字程度) 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 7回授業終了後に教室で行う。 

     引き続き質問がある場合は、毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：教科書(第 2部第 6章)(pp.144~153)を読み「道徳科における体験的な学習」について、自分の考えを

交えてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,200字程度) 

実施時期：第 7回授業後に実施する。 

提出期限：第 8回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 

     引き続き質問がある場合は、毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 道徳の指導法（初等） （2単位） 

３．科目番号 
EDTE3307 

EDTE3308 
２．授業担当教員 鈴村 邦夫  

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

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

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

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

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

容について理解を深める。また道徳教育の歴史的変遷を学び、現在の道徳教育の内容、子どもの道徳性の

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

ついて学習し、道徳の学習指導案を作成できる能力を養う。その中で教科化に伴い、「読む道徳」から「考

える道徳」へ、「教える道徳」から「議論する道徳」への授業の転換が求められており、新たな指導法に

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

していく。 

８．学習目標 

１.道徳教育の歴史的経緯を踏まえ、現在の道徳教育の目標や内容について理解し、説明することができる。 
２.子どもの道徳性の発達理論について正しく理解し、発達段階に応じた道徳教育を行う指導力を養う。 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポート・「道徳教育の目標、内容」にかかわる設問 

    ・「道徳科授業の指導」にかかわる設問 

    ・「道徳性の日常的な育成」に関する設問  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』廣済堂あかつき、2018。 

【参考書】 

赤堀博行『「特別の教科 道徳」で大切なこと』東洋館出版社 2017。 
『これからの道徳教育と「道徳科」の展望』東洋館出版社 2016。 

その他、必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

おける道徳教育の意義について自らの考えを深めることができたか。 

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

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

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 20％ 

・課題（中間レポート・小テスト・ワークシート等） 40％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は教師を志す人のためのものです。公立の小中学校では道徳科の授業を担任が行うことになって

います。従って道徳教育や道徳科の授業をその目的や方法に応じて行うことが必須です。「道徳の時間」は

「道徳科」として教科化されました。その重要性が一層高まり授業をよりよいものにする授業改善が求め

られているからです。「考え議論する道徳」がそのキーワードです。道徳教育は人間教育です。道徳教育や

道徳科授業について深めることは、学級担任としての学級経営力を高めます。教科化される意義や道徳教

育、道徳科の基本的な考え方や授業の方法、評価について学ぶことは、教師としての資質を高めることに

つながります。道徳科の特質を踏まえた授業の展開が学校では求められています。  

13．オフィスアワー 授業日の授業のない時間 随時(1時間目に伝達)  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、道徳教育と道徳科、教育課
程の全体構成と道徳教育、道徳教育と道徳科 

事前学習 これまで受けてきた道徳の授業について振り返る。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第２回 道徳教育改訂の経緯とその要点について 

事前学習 
「教科書 pp.1～9 を熟読しその要点をまとめてお
く。 

事後学習 
道徳教育改訂について要点をまとめ、分からなかっ

たところがあれば教員に質問する。 

第３回 道徳教育と道徳科の目標について 

事前学習 
解説道徳科 pp10～21を熟読し、その要点をまとめ
ておく。 

事後学習 

道徳性についてまとめ、分からなかったところがあ

れば教員に質問する。 

 

 



 

 

第４回 道徳教育－内容項目の指導の観点について① 
事前学習 教科書 pp22～29を読んでおくこと。 

事後学習 内容項目の新設の背景をまとめる。 

第５回 
全体計画と年間指導計画について 
 作成上の留意点や配慮点、全体計画の別葉の必
要性について話し合う。 

事前学習 
教科書 pp.72～77 を読み、分からない部分をチェ
ックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第６回 
指導案作成の基本① 
道徳科指導案の作成 
主題設定の理由の書き方について 

事前学習 
教科書 pp.78～86 を読み、分からない部分をチェ
ックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第 7回 
指導案作成の基本② 
道徳科指導案の作成 
本時の展開の書き方について 

事前学習 
教科書 pp.89～101を読み、分からない部分をチェ
ックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第８回 

指導案作成の基本③ 
道徳科の教材に求められる内容の観点 
作成した指導案を基に意見交換を行い学びあう。 
(グループ協議、報告会 

事前学習 
教科書（pp.102～106）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第９回 
道徳科の多様な授業展開例① 
問題解決的な指導方法の導入 
指導案作成、話し合いと意見交換。 

事前学習 
教科書 pp.95～96 を読み、分からない部分をチェ
ックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１０回 
道徳科の多様な授業展開例② 
体験的な活動の導入 
指導案作成、話し合いと意見交換。 

事前学習 
教科書 pp.96～97 を読み、分からない部分をチェ
ックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１１回 
道徳の評価について 
 道徳科の評価の在り方 
留意点と実際の評価について話し合う。 

事前学習 
教科書 pp.107～116 を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１２回 
道徳科模擬授業① 
 グループ別授業－よさや課題を話し合う。 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニン
グしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の反

省をする。 

第１３回 
道徳科模擬授業② 
グループ別授業－よさや課題を話し合う。 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニン
グしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の反

省をする。 

課題研究

1 

課題研究テーマ:第 1 回～5 回の講義を踏まえて、「道徳教育と道徳科の関係、道徳科誕生の背景や道徳科の特質」につ

いて考えをレポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4用紙 1枚 1000字 

実施時期:第 5回の授業後に実施する。 

提出期限:第 6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回授業終了後に行う。質問は随時受け付ける。 

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

課題研究

2 

課題研究テーマ:第 6回～10回の講義を踏まえて、多様な授業展開を取り入れた道徳科学習指導案を作成しなさい。 

レポート形式:A4用紙 1枚(指導略案)書式は提示します。 

実施時期:第 10回の授業後に実施する。 

提出期限:第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業終了後に行う。質問は随時受け付ける。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
道徳の指導法（中等）（2単位） 

３．科目番号 
EDTS3307 

EDTS3308 
２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ミニレポート・ワークシート 

テーマごとに課題内容を提示する。 

２．道徳の時間の学習指導案 

具体的な課題内容は授業中に指示する。 

３．道徳の時間の模擬授業 

２で作成した学習指導案に基づき、模擬授業を行う。 

４．期末レポート 

「道徳の指導法（中等）を受講して学んだことを踏まえて、中学校で道徳の授業を行う上で大切にしたい

ことをまとめなさい。」 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』教育出版、2018。 

【参考書】 

赤坂雅裕『心に響く道徳教育講義‐教職を志す大学生と現場の忙しい先生方へ‐』北樹出版、2008。 

田沼茂紀『人間力を育む道徳教育の理論と方法』北樹出版、2011。 

松下良平『道徳教育はホントに道徳的か？-「生きづらさ」の背景を探る‐』日本図書センター、2011。 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

生徒指導提要（平成 22年 3月告示 文部科学省）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

ける道徳教育の意義について自らの考えを深めることができたか。 

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

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

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 20％ 

・課題（中間レポート・小テスト・ワークシート等） 40％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

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

４．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
‐道徳教育について考える‐ 

事前学習 これまで受けてきた道徳の授業について振り返る。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第２回 現代社会と道徳教育 

事前学習 配布資料を読み、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 



 

 

第３回 
道徳とは何か 
-社会規範・法律・倫理との比較から
- 

事前学習 配布資料を読み、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第４回 子どもの道徳性の発達 

事前学習 配布資料を読み、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第５回 
日本の道徳教育の歴史 
‐明治時代から現代まで‐ 

事前学習 配布資料を読み、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第６回 
道徳教育の授業理論 
‐統合的道徳教育‐ 

事前学習 配布資料を読み、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第７回 
道徳教育の授業理論 
‐価値の明確化‐ 

事前学習 配布資料を読み、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第８回 
道徳教育の授業理論 
‐モラル・ジレンマ①‐ 

事前学習 
前回の学習を振り返り、価値明確化の問題点について復習す
る。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第９回 
道徳教育の授業理論 
‐モラル・ジレンマ②‐ 

事前学習 前回の学習を振り返り、価値葛藤の理論について復習する。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１０回 
道徳教育の授業理論 
‐構成的グループエンカウンター‐ 

事前学習 
前回の学習を振り返り、モラル・ジレンマの問題点について復
習する。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１１回 道徳教育の指導計画と学習指導案 

事前学習 
前回の学習を振り返り、構成的グループエンカウンターの問題
点について復習する。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１２回 学習指導案の作成 

事前学習 
どのような教材を使用して模擬授業を行うかについて構想し
ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをノートにま

とめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１３回 中学校 1学年の道徳科模擬授業 
事前学習 

模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニングしてお
く。 

事後学習 模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の反省をする。 

課題研究 1 

課題研究テーマ： 授業で紹介してきた授業理論の中から１つ選び、その特徴（長所・短所・効果等）をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

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

課題研究 2 

課題研究テーマ：第 12回の授業で作成した学習指導案について授業の意図や工夫した点などについてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末レポート作成に活用する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 特別活動の指導法（初等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE2307 

２．授業担当教員 坂本 史生 

４．授業形態 

◇講義、演習、模擬実習、グループワーク、ディスカッションなど 

例：導入：講義によって課題の把握→展開（演習）：自分の考えを

まとめる→グループでの話し合い→グループの考えを発表→全体

での協議→まとめ：協議内容を含め講義のまとめ 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

方を身につけさせる。 

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

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

動を中心に演習を展開する理由は、学級活動が特別活動の中核であり、集団成員としての望ましい資質や

能力・態度を育て、人間としての生き方に関する指導を行う中心的な場であるとともに、生徒指導の全機

能が補充・深化・統合される場として重要であるからである。また、教科書もなく学級担任としての力量

が学級担任になると即刻問われるからである。 

８．学習目標 

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

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

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

体となって授業を展開する指導案（展開案）を作成し､合意形成に向けた話合い活動を指導できるようになる。 

４.特別活動における家庭、地域等との連携のあり方について理解し、指導に活かせるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○ 次時の学習内容についての学習指導要領解説を活用した予習。 

○ 特別活動の具体的活動のポイントについてまとめ、適宜レポートとして提出。 

○ レポート課題1000字程度。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別活動編』東洋館出版社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別活動の目標や内容、特徴を踏まえて指導計画をつくることができる。 

２．指導計画をもとに適切な授業を行うことができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極性（発言・模擬授業の実施等）     総合点の２０％ 

２．日常の学習状況（出席・提出物）          総合点の３０％ 

３．課題レポート（中間・期末）            総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 教師が子どもの体験の世界や身の回りの環境に目を向けるとともに、子どもに負けない知的好奇心・探究心

を持って活動をすることが大切です。受講に際しては、自発的・能動的に活動することを望んでいます。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「特別活動とは―特別活動の位置づけと目標につい
て考える―」 

・特別活動の教育課程内での位置づけと目標について

理解する。 

事前学習 
・小学校学習指導要領解説 特別活動編を概観

し、自分なりに特徴をおさえる。 

事後学習 
・特別活動の特徴について、事前学習で自分なり

におさえた特徴に追記、修正を行う。 

第２回 

「特別活動とは―特別活動の内容と特質について考
える―」 

・特別活動の全体構成、各内容の概要について理解す

るとともに、その特質について考える。 

事前学習 

・学習指導要領解説 特別活動編の内容に関わる

箇所を読み、学習指導要領上で示されている内容

を理解しておく。 

事後学習 
・特別活動の特質についてまとめるとともに、各

内容をきちんと住み分けられるようにする。 

第３回 

「学級活動―学級活動の内容を理解する―」 

・学級活動の目標と内容（共通事項・係活動と集会活

動）、活動形態等について理解する。 

事前学習 

・学習指導要領解説 特別活動編の学級活動に関

わる箇所を読み、学級活動での課題について自分

の意見をまとめてくる。 

事後学習 
・話合い活動の共通事項（１）と（２）、係活動、

集会活動の違いについてまとめる。 

第４回 

「学級活動の具体的な取り組み―話合い活動の計画
―」 

・話合い活動の年間指導計画と一単位時間の指導計画

を立てる。 

事前学習 
・どのような話合い活動が実際に行われているの

か、自身の体験や調べ学習からまとめておく。 

事後学習 
・年間指導計画と一単位時間の指導計画の修正、

加筆を行う。 

第５回 

「学級活動の具体的な取り組み―話合い活動の実
践：共通事項（１）―」 

・作成した指導計画をもとに話合い活動の模擬実践を

行い、指導方法や課題について考える。 

事前学習 
・指導計画を見直し、模擬実践ができる準備をし

ておく。 

事後学習 
・模擬実践を受けて、自身が作成した指導計画を

修正、改善する。 



 

 

第６回 

「学級活動の具体的な取り組み―話合い活動の実
践：共通事項（２）―」 

・作成した指導計画をもとに話合い活動の模擬実践を

行い、指導方法や課題について考える。 

事前学習 
・指導計画を見直し、模擬実践ができる準備をし

ておく。 

事後学習 
・模擬実践を受けて、自身が作成した指導計画を

修正、改善する。 

第７回 

「学級活動の具体的な取り組み―話合い活動の実
践：共通事項（３）―」 

・作成した指導計画をもとに話合い活動の模擬実践を

行い、指導方法や課題について考える。 

事前学習 
・指導計画を見直し、模擬実践ができる準備をし

ておく。 

事後学習 

・模擬実践を受けて、自身が作成した指導計画を

修正、改善するとともに、学級活動についてまと

める。 

第８回 

「児童会活動の指導」 

・児童の主体的な活動としての児童会活動の計画及び

指導について考えることで、児童会活動の意義につい

て理解する。 

事前学習 

・学習指導要領解説 特別活動編の児童会活動に

関わる箇所を読み、児童会活動での課題について

自分の意見をまとめてくる。 

事後学習 ・児童会活動の指導の留意点についてまとめる。 

第９回 

「クラブ活動の指導」 

・クラブ活動の年間活動（クラブの設置〜クラブの成

果の発表）の流れや指導を実際に考えながら検討する

ことでクラブ活動について理解する。 

事前学習 

・学習指導要領解説 特別活動編のクラブ活動に

関わる箇所を読み、クラブ活動での課題について

自分の意見をまとめてくる。 

事後学習 
・クラブ活動における指導の留意点についてまと

める。 

第１０回 

「学校行事の指導―文化的行事と健康安全・体育的行
事について考える―」 

・主として運動会の種目を検討する活動を通して、文

化的行事・体育的行事のあり方や指導について考え

る。 

事前学習 

・学習指導要領解説 特別活動編の文化的行事、

健康安全体育的行事に関わる箇所を読み、指導の

留意点について自分の意見をまとめてくる。 

事後学習 
・文化的行事、健康安全・体育的行事の指導の留

意点についてまとめる。 

第１１回 

「学校行事の指導―儀式的行事について考える―」 

・儀式的行事の時程及び、指導について計画を立てる

ことで儀式的行事の意義を理解する。 

事前学習 

・学習指導要領解説 特別活動編の儀式的行事に

関わる箇所を読み、指導の留意点について自分の

意見をまとめてくる。 

事後学習 
・儀式的行事の指導の留意点についてまとめ、自

身の着任挨拶を考える。 

第１２回 

「特別活動における評価と地域連携」 

・特別活動における評価の意義やあり方について、実

際の実践映像や実践資料から考察するとともに、地域

連携の必要性と重要性を考える。 

事前学習 

・学習指導要領解説 特別活動編の評価に関わる

箇所を読み、特別活動に置ける評価のあり方につ

いて自分の意見をまとめてくる。 

事後学習 
・評価の意義についてまとめるとともに、家庭及

び地域との連携での展望を考える。 

第１３回 

「特別活動の指導計画づくり」 

・特別活動の指導計画を作成することで、特別活動全

体への理解を深める。 

事前学習 
・今までの授業を振り返り、特別活動の全体指導

計画の構想を考えてくる。 

事後学習 ・特別活動の全体指導計画を修正し、完成させる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：遠足の実地踏査を行い、遠足計画を立てる。 

形式：遠足に行く場所の選択・指定用紙に現地の状況記録および遠足計画の立案。 

実施時期および提出期限：第１０回の授業後から実施予定。記録を行い、授業最終回に遠足計画案を提出。質疑応答や意見交

換は授業最終回時に教室で行う。 

事後学習：実地踏査および計画づくりを通じて気づいたことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：遠足における指導について大切なことについてレポートにまとめる。 

形式：A4 １枚（1000字程度） 

実施時期および提出期限：課題研究１（遠足の実地踏査および遠足計画の立案）と並行して進め、授業最終回に提出。質疑応

答や意見交換は授業最終回時に教室で行う。 

事後学習：レポート作成、質疑応答等を通して学んだことをまとめる。 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 特別活動の指導法（初等） （2 単位） 

３．科目番号 

SJTC3412 

SJTC2412 

EDTE2307 ２．授業担当教員 河村 明和 

４．授業形態 

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

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

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

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

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

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

方を身につけさせる。 

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

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

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

が学級担任になると即刻問われるからである。 

８．学習目標 

1. 特別活動の目標や内容、特質と教育課程における位置づけについて理解し、教育課程全体を意識して計画
や指導を行うことができるようになる。 

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

3. 小学校における特別活動の中核となる「学級活動」について、その特質を理解した上で、計画委員会が主
体となって授業を展開する指導案（展開案）を作成し､合意形成に向けた話合い活動を指導できるようになる。 

4．特別活動における家庭、地域等との連携のあり方について理解し、指導に活かせるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○ 次時の学習内容についての学習指導要領解説を活用した予習。 

○ 特別活動の具体的活動のポイントについてまとめ、適宜レポートとして提出。 

○ レポート課題1000字程度。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

【参考書】 

生徒指導提要（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別活動の目標や内容、特徴を踏まえて指導計画をつくることができる。 

２．指導計画をもとに適切な授業を行うことができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極性（発言・模擬授業の実施等）     総合点の２０％ 

２．日常の学習状況（出席・提出物）          総合点の３０％ 

３．課題レポート（中間・期末）            総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 教師が子どもの体験の世界や身の回りの環境に目を向けるとともに、子どもに負けない知的好奇心・探究心

を持って活動をすることが大切です。受講に際しては、自発的・能動的に活動することを望んでいます。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「特別活動とは―特別活動の位置づけと目標について
考える―」 
・特別活動の教育課程内での位置づけと目標について
理解する。 

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

事後学習 
・特別活動の特徴について、事前学習で自分

なりにおさえた特徴に追記、修正を行う。 

第２回 

「特別活動とは―特別活動の内容と特質について考え
る―」 
・特別活動の全体構成、各内容の概要について理解す
るとともに、その特質について考える。 

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

事後学習 

・特別活動の特質についてまとめるととも

に、各内容をきちんと住み分けられるように

する。 

第３回 
「学級活動―学級活動の内容を理解する―」 
・学級活動の目標と内容（共通事項・係活動と集会活
動）、活動形態等について理解する。 

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

事後学習 
・話合い活動の共通事項（１）と（２）、係

活動、集会活動の違いについてまとめる。 

第４回 

「学級活動の具体的な取り組み―話合い活動の計画
―」 
・話合い活動の年間指導計画と一単位時間の指導計画
を立てる。 

事前学習 
・どのような話合い活動が実際に行われてい
るのか、自身の体験や調べ学習からまとめて
おく。 

事後学習 
・年間指導計画と一単位時間の指導計画の修

正、加筆を行う。 

第５回 

「学級活動の具体的な取り組み―話合い活動の実践：
共通事項（１）―」 
・作成した指導計画をもとに話合い活動の模擬実践を
行い、指導方法や課題について考える。 

事前学習 
・指導計画を見直し、模擬実践ができる準備
をしておく。 

事後学習 
・模擬実践を受けて、自身が作成した指導計

画を修正、改善する。 



 

 

第６回 

「学級活動の具体的な取り組み―話合い活動の実践：
共通事項（２）―」 
・作成した指導計画をもとに話合い活動の模擬実践を
行い、指導方法や課題について考える。 

事前学習 
・指導計画を見直し、模擬実践ができる準備
をしておく。 

事後学習 
・模擬実践を受けて、自身が作成した指導計

画を修正、改善する。 

第７回 

「学級活動の具体的な取り組み―話合い活動の実践：
共通事項（３）―」 
・作成した指導計画をもとに話合い活動の模擬実践を
行い、指導方法や課題について考える。 

事前学習 
・指導計画を見直し、模擬実践ができる準備
をしておく。 

事後学習 

・模擬実践を受けて、自身が作成した指導計

画を修正、改善するとともに、学級活動につ

いてまとめる。 

第８回 

「児童会活動の指導」 
・児童の主体的な活動としての児童会活動の計画及び
指導について考えることで、児童会活動の意義につい
て理解する。 

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

事後学習 
・児童会活動の指導の留意点についてまとめ

る。 

第９回 

「クラブ活動の指導」 
・クラブ活動の年間活動（クラブの設置〜クラブの成
果の発表）の流れや指導を実際に考えながら検討する
ことでクラブ活動について理解する。 

事前学習 
・学習指導要領解説 特別活動編のクラブ活
動に関わる箇所を読み、クラブ活動での課題
について自分の意見をまとめてくる。 

事後学習 
・クラブ活動における指導の留意点について

まとめる。 

第１０回 

「学校行事の指導―文化的行事と健康安全・体育的行
事について考える―」 
・主として運動会の種目を検討する活動を通して、文
化的行事・体育的行事のあり方や指導について考える。 

事前学習 

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

事後学習 
・文化的行事、健康安全・体育的行事の指導

の留意点についてまとめる。 

第１１回 

「学校行事の指導―遠足・集団宿泊的行事と勤労生
産・奉仕的行事について考える―」 
・主として集団宿泊行事の宿泊計画について、教師の
視点から計画を設計することで、集団宿泊行事に必要
な指導について理解する。 

事前学習 

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

事後学習 
・遠足・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的

行事の指導の留意点についてまとめる。 

第１２回 
「学校行事の指導―儀式的行事について考える―」 
・儀式的行事の時程及び、指導について計画を立てる
ことで儀式的行事の意義を理解する。 

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

事後学習 
・儀式的行事の指導の留意点についてまと

め、自身の着任挨拶を考える。 

第１３回 

「特別活動における評価と地域連携」 
・特別活動における評価の意義やあり方について、実
際の実践映像や実践資料から考察するとともに、地域
連携の必要性と重要性を考える。 

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

事後学習 
・評価の意義についてまとめるとともに、家

庭及び地域との連携での展望を考える。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回～第 4 回の講義内容を踏まえて、「特別活動の目的と指導の計画」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 5 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行い、5 回～7 回の模擬授業につながるように指導を行う。 

事後学習：レポートの内容や添削や指導の内容を、模擬授業に活かせるように検討を行う。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：特別活動の指導法の講義内容を踏まえて、「特別活動の各領域における具体的な指導の内容」につい

てレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 13 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 13 回の授業実施後 2 週間以内に提出する。 

提出後、添削指導を行い、添削内容について質問がある場合は適宜指導を行う。 

事後学習：レポートを通じて特別活動の指導法について学んだことを改めて整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 特別ニーズ教育論（初等・小）（2 単位） 

３．科目番号 EDTE2310 

２．授業担当教員 柳本 雄次  

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラ

ーニングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視す

る。※可能であれば補講期間に関連施設の見学なども予定す

る。 

５．開講学期 春期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 
障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童を理解するために、(1) インクルーシブ教育の理念とシス
テム構築の具体化の模索、(2)わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開、(3)特別支援学校や特別支援学級、
通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題、についてそれぞれ講述する。 

８．学習目標 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメント】 

毎回テーマに関連した事前・事後学習の結果を記述したノートの作成 

【レポート課題】 

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

玉村公二彦・清水貞夫・黒田学・向井啓二(2017)『キーワードブック特別支援教育−インクルーシブ教育時代の

障害児教育』クリエイツかもがわ 

【参考資料】 

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

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

・インクルーシブ教育の理念とシステム構築の具体化について模索できたか。 

・わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開について理解できたか。 

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

・特別支援学校や特別支援学級、通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題に

ついて自らの考え方をもとことができたか。 

・通常学級における授業のユニバーサル化について理解できたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

現在小学校において、障害の有無を超えて特別な配慮・支援の必要な児童が在学しています。今後のインクル

ーシブ教育システムの構築に向け、必要とされる支援の内容・方法を具体的に学んでいきましょう。  

13．オフィスアワー   

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

障害児教育の歴史と変遷 

母国語や貧困等の問題から教育的ニーズを抱えた児童

への対応 

事前学習 
教科書「第５章」（pp.247-281）を熟読してお

く。 

事後学習 

特別ニーズ教育論を学ぶ意義について考え

る。本時の授業のポイントや用語についてノ

ートに整理する。 

第２回 
インクルーシブ教育の国際動向（サラマンカ声明と障害

者の差別、合理的配慮） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.12-29）を熟読しておく。 

事後学習 

授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。わからないことは

教員に質問する。 

第３回 
特別支援教育とインクルーシブ教育（わが国の特別支援

教育の理念と制度、交流及び共同学習） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.30-47）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第４回 
特別支援教育とインクルーシブ教育（通常学級における

合理的配慮とユニバーサルデザイン教育） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.48-69）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第５回 
障害児の教育課程と方法（特別支援学級や通級指導教室

の教科指導（読み・書き）作業学習・自立活動） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.90-111）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第６回 

障害児の教育課程と方法（通常学級での授業づくりの手

法としての授業のユニバーサルデザイン化・特別支援学

級や通級指導教室における教材教具の役割・授業研究） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.112-123）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 



 

 

第７回 

障害児の教育課程と方法（ICT を用いたコミュニケーシ

ョンの光と影、発達障害や軽度知的障害を抱えた生徒に

対するソーシャルスキルトレーニング） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.124-143）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第８回 

特別支援学校の制度（視覚障害教育と聴覚障害教育、病

弱教育）と障害をあわせ有する重複障害の知的代替の教

育課程 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.144-153）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第９回 
障害と発達の基礎概念（発達保障の考え方、障害者の自

立、発達と教育の関係） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp. 155-161）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第１０回 
障害と発達の基礎概念（いじめや非行、不登校と障害の

関連、QOLを高めるための教育的な支援） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.162-171）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第１１回 
障害の診断・判断・支援（知能検査とダウン症の行動特

性の観点からの課題と支援） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.172-185）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第１２回 
障害の診断・判断・支援（読み書き障害、ADHD、自閉症

スペクトラム） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.186-195）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第１３回 
就学前から就学へ（児童発達支援、障害児と学童保育、

相談事業） 

事前学習 
教科書「第４章」（pp.207-245）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：特別支援教育の教育課程の特徴について、第６回～第９回の講義内容(教科書第２章障害児の教育課程

と方法 pp.71～153)を踏まえ、自分の考えを論述する。 

レポート形式：A4 用紙 1～2 枚(1,500 字程度) 

実施時期：第 6 回の授業時に連絡する。 

提出時期：第 10 回の授業開始時に提出する。 

 提出後、添削指導・質疑応答を第 13 回授業終了後に教室で実施する。添削指導等について疑問がある場合は随時受け

付け指導を行う。 

事後学習：作成レポートとその添削指導や質疑応答等を整理しまとめる。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：障害と発達の基礎概念と障害の診断・判断・支援の概要について、第 10 回～第 13 回の講義内容と教

科書第３章 pp.198～206)を読んで、レポートにまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1～2 枚(1,500 字程度) 

実施時期：第 10 回の授業時に連絡する。 

提出時期：第 15 回の授業開始時に提出する。 

 提出後、添削指導・質疑応答を期末試験までの期間に個別に研究室で実施する。 

事後学習：作成レポートとその添削指導や質疑応答等を整理しまとめる。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教育の理論と方法 （2 単位） 

３．科目番号 EIIE2151 

２．授業担当教員 青木 優子 

４．授業形態 講義・演習・討論・発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 日本語教育の基礎的な理論とその展開の方法について学習する。日常使用する日本語を客観的に捉える

力を養うことによって、自身の日本語力の向上をはかる。また「言語としての日本語」を知り、「外国人に

日本語を教えること」とは何であるのかを知る。具体的には、日本語教育の歴史と現状、日本語の特徴と

その社会文化背景要因、日本語の音韻体系や文法、日本語を学ぶ学習者事情といった側面から説く。 

８．学習目標 

1.日本語教育学の基礎知識について説明できるようになる。 

2.日本語教育学の基礎知識を、自分で用例を挙げながら解釈したり、母語の知識と比較したりできるよう

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1. 本授業で使用する【教科書】は、必ず各自が購入すること。 

2. 授業では希望箇所の小発表を行なうため、発表の準備をすること。 

3. シラバスで取り上げた項目の中から興味のあるテーマを一つ取り上げ、最終レポートにまとめること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟 監修『新・はじめての日本語教育 1 日本語教育の基礎知識』アスク出版。 

【参考書】高見沢孟他著『新・はじめての日本語教育 2 日本語教授法入門』アスク出版。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１）日本語教育学の基礎知識について説明できるようになったか。 

２）日本語教育学の基礎知識を日本語（と母国語）に当てはめ、自分で用例を挙げながら解釈できるよう

になったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度（事前課題への取り組み姿勢を含む） 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・小発表等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

日本語母語話者であれば、普段当たり前のように日本語を使っているため、日本語を教えることは簡単だ

と思われるかもしれません。しかし、母語話者であるというだけでは、その言語を外国人学習者に教える

ことはできません。この授業では、日本語を外国語として学ぶ学習者に教える際に必要となる知識を学び、

日本語がどのような言語であるかについて考えます。日本語教育学は、社会貢献性を兼ね備え、幅広い知

識と教養を必要とする奥が深い学問です。多様化する学習者ニーズに応えられる力を一緒に身につけまし

ょう。 

13．オフィスアワー 授業の中で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業概要の説明、外国人に日本

語を教えることについて考える）発表担当箇所を決め

る 

事前学習 
シラバスをよく読んでおく。教科書の目次を

見て、発表希望箇所を考えておく。 

事後学習 配布資料をよく読み、授業の復習をする。 

第２回 

第 1 章 言語としての日本語 

1．日本語はどこから来たか 

2．語順から見た日本語 

3．日本語はどんな類型に属するか 

4．日本語にはどんな特徴があるか 

事前学習 教科書 pp.8~22 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp.8~22 内の課題問題をやる。 

第３回 日本語教育の歴史と現状 

事前学習 教科書 pp.275~277 を熟読しておく。 

事後学習 配布した課題をやる。 

第４回 

第 3 章 日本語の文法①  

1．日本語文法と国文法 

2．文型教育：表現文型のリストと提出順序 

3．品詞分類 

4．動詞の活用 

5．日本語の文法的特徴 

事前学習 教科書 pp.60~77 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp.60~77 内の課題問題をやる。 

第５回 

第 3 章 日本語の文法②  

6．名詞文「～は～です」 

7．主語と主題 

8．「こそあど」詞：指示詞 

9．形容詞 

10.「～たい」と「ほしい」：希望・欲求の表現 

事前学習 教科書 pp.78~92 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp.78~92 内の課題問題をやる。 



 

 

第６回 

第 3 章 日本語の文法③ 

11．動詞と表現意図 

12．「いる」と「ある」：存在文と所在文 

13．自動詞と他動詞 

14．「～ている」  

15. 可能表現 

16. 使役表現 

17. 受身表現 

事前学習 教科書 pp.93~106 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp.93~106 の課題問題をやる。 

第７回 

第 3 章 日本語の文法④ 

18. 授受表現 

19. 助詞 

20. 「は」と「が」の用法 

21. 「を」の用法 

22. 「に」と「で」の用法 

事前学習 教科書 pp.107~130 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp.107~130 内の課題問題をやる。 

第８回 

第 4 章 日本語の文字・表記 

1．常用漢字表について 

2．漢字の筆順 

3．送り仮名のつけ方 

4．現代仮名遣い 

5．外来語の表記 

6．ローマ字の表記 

7．くぎり符号・くり返し符号・横書きの書き方など 

[参考] 日本語の文字の歴史 

事前学習 教科書 pp.132~174 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp.132~174 内の課題問題をやる。 

第９回 

第 5 章 語彙 

1．語彙と語の違い 

2．語種 

3．語構成 

4．語彙の体系 

5．語を数える 

6．位相 

事前学習 教科書 pp.176~190 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp. 176~190 内の課題問題をやる。 

第１０回 

第 6 章 社会言語学 

1．社会言語学とは 

2．敬語 

3．方言と共通語 

4．文法以外のコミュニケーション行動 

5．コミュニケーション・ストラテジー 

6．言語接触 

事前学習 教科書 pp.192~220 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp.192~220 内の課題問題をやる。 

第１１回 

第 8 章 第二言語習得 

1．母語習得に関する理論の展開 

2．学習者の言語の特徴 

3．第二言語習得における学習者の母語の影響 

4．学習者と母語話者の談話 

5．教室指導と第二言語習得 

6．第二言語習得に関する個別要因 

事前学習 教科書 pp.252~292 を熟読しておく。 

事後学習 教科書 pp.252~292 内の課題問題をやる。 

第１２回 

第 9 章 学習ストラテジー 

1．言語学習はだれが管理しているのか？ 

2．オックスフォード（Rebecca Oxford）による 

学習ストラテジーの分類  

3．学習ストラテジーの指導法  

日本国内外の日本語教育のフィールドと学習者 

日本語教師に求められる資質と資格 

事前学習 教科書 pp.294~305 を熟読しておく。 

事後学習 
教科書 pp.294~305 をよく読み、授業の復習

をする。 

第１３回 
日本語教育の理論と方法の要点の整理、今までの授業

の振り返り、まとめ、授業評価、最終レポートの準備 

事前学習 
学習内容を復習し、最終レポートのための準

備を行う。 

事後学習 最終レポートを作成する。 

課題研究 

1 

課題：教科書 pp.24~58「第 2 章 日本語の音声」を熟読し、配布プリント（穴埋め形式）にすべて解答する。 

提出期限：第 4 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：第 4 回の授業内で課題の解説を行うため、第 4 回の授業後に復習しておく。 

課題研究 

2 

課題：教科書 pp.221~250 「第 7 章 心理学」を熟読し、次のテーマに関する考えを 1000 字程度でまとめる。 

レポートテーマ：大人と子供の第二言語習得に与え得る要素には、どのようなものがあるか。それは、大人と子供と

でどのように異なるか。具体例を挙げて論じてください。 

提出期限：第 9 回授業（8 月 21 日（金））の開始時に提出する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（氏名・学籍番号を記載すること） 

事後学習：第 9 回授業で、テーマに関する意見交換をする。また、レポートは添削して返却するため、学んだことを

再度まとめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教授法Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EIJP3354 

２．授業担当教員 大上 忠幸 

４．授業形態 講義、討論、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「日本語教育概論」「日本語教授法Ⅰ」を履修済みであることが望ましい 

７．講義概要 

日本語教授法Ⅰで培った日本語の基礎知識を踏まえて、日本語教育においてどのような教育方法が望ま

しいかを追求していく授業である。さまざまな教授法の長所を生かし、より良い教授法を模索していくこ

とが重要である。 

日本語教育の現状の分析に基づき、言語教育理論の成果も取り入れて、教授法の理論とその実践方法を

学習していく。また、レッスンプランの発表については、各グループの代表が行い、模擬授業の討論につ

いてはグループごとで行い、各自がまとめて提出する。 

８．学習目標 

・日本語教師の役割と、日本語を教えることの目的や意義を理解し、学習者の目標を達成でき、役立てる

ことを目指す。 

・日本語の発音・会話等初級から読解・聴解等中上級の教え方について、自分ならどう教えていくかを理

解し、説明できるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

期限内にワークシートや課題を提出すること。 

課題レポート： 

・初級と中上級の違いについて 

・中上級会話を教える工夫について 

・中上級読解を教える工夫について 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育 2』アスク、2016。 

【参考書】高見沢孟監『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

小林ミナ著『教授法 37』アルク、2010。   など 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教え方についての理論が理解できたか。 

２．教え方について指導実践できたか。 

○評定の方法 

[授業への出席、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・受講態度      総合点の３０％ 

２ 期末試験（レポート）      総合点の３０％ 

３ 課題・発表                 総合点の４０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

授業には誠実に参加し、お互いの力量と自らの目標を達成するために積極的に研究・討論に取り組むこと。 

・授業中の私語は厳禁とする。 

・質問・意見等は授業中に解決するよう努力すること。 

・授業中の携帯電話・メールや私語、飲食は絶対に慎むこと。 

13．オフィスアワー 授業の中で通知する。（事前に要望があれば、随時設定する。） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業概要確認 

第５章 中上級の教え方（１）会話／聴解 

１．中級レベルの教育：初級・中級・上級について 

事前学習 
テキスト p.95 を読み、初級と中級、上級の違

いは何か、考える。 

事後学習 初級、中級、上級の違いについてまとめる。 

第２回 １．中級レベルの教育：中上級レベルの学習者の悩み 
事前学習 pp.96～99 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 
２．中上級レベルの会話指導の目標 

３．中上級レベルの会話指導の内容 

事前学習 pp.100～102 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ４．コミュニケーション能力を育てる指導 
事前学習 pp.103～105 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 ５．テレビドラマの指導 
事前学習 pp.106～109 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 
６．ニュース番組の指導 

７．スピーチの指導 

事前学習 pp.110～112 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 
会話教材について、中上級の会話指導についてグルー

プで検討する。 

事前学習 会話教材を選び、グループで担当を決める。 

事後学習 発表の担当を決める。 

第８回 会話指導のグループ発表（１） 
事前学習 発表について確認する。 

事後学習 意見交換・ディスカッション後まとめる。 

第９回 会話指導のグループ発表（２） 
事前学習 発表について確認する。 

事後学習 意見交換・ディスカッション後まとめる。 

第１０回 
中上級の読解教材や教え方 

１．読本を使った読解教育 

事前学習 pp.114～115 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 ２．新聞を使った読解教育 
事前学習 pp.116～122 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

  



 

 

第１２回 中上級の読解指導についてグループで検討する。 
事前学習 読解教材を選び、グループで担当を決める。 

事後学習 発表の担当を決める。 

第１３回 読解指導のグループ発表 

事前学習 発表について確認する。 

事後学習 

意見交換・ディスカッション後まとめる。 

これまで研究発表したものの中から特に関

心を持ったテーマをレポートにまとめる。 

課題研究 

1 

課題内容：初級と中級の違いは何かをレポートにまとめる。 

実施時期：第 1 回終了後 

提出期限：第２回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題内容：これまで研究発表したものの中から特に関心を持ったテーマをレポートにまとめる。 

実施時期：第 13 回終了後 

提出期限：第 13 回授業終了後 1 週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

 

 



        

 

１．科目名（単位

数） 
日本の文化と言語Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 GECM1717 

２．授業担当教員 

青木 優子・岩井 智重・大川 たかね・大谷 崇 

木村 真美・熊切 拓・佐野 あゆみ・染谷 聡 

東條 和子・古田 高史 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は、本学で学ぼうとする留学生の日本語運用能力のレベルアップと日本の文化や言語についての
理解をより一層深めることを目的としています。日本の文化や言語についての理解を深めるため、日本で暮
らす様々な人々、文化や社会的な問題に関する資料と読み物を教材として用い、身近な問題を通して、段階

的に日本の文化や言語の多様な側面について学んでいきます。本講義は、資料の読解、発表とディスカッシ
ョン、作文、そして語彙・文法に関する小テスト等で構成されます。 

８．学習目標 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深める。 
２．日本語で書かれた身近な問題を扱う資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 
３．身近な問題について、議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 

４．身近な問題について、日本語での口頭発表を行う能力を養う。 
５．身近な問題について、自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．日本の文化や言語についての理解度を確認するため、教科書pp．154-158の内容確認問題を行う。 

２．日本の文化や言語について、自分の立場から説明できるようになるために、授業内容に指示したタスク
を実施する。 

３．各回のタスクで取り組んだテーマのなかから一つを選び、期末レポートを作成する。 

10．教科書・参考
書・ 

教材 

佐々木瑞枝『クローズアップ日本事情 日本語で学ぶ社会と文化』ジャパンタイムズ、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深めることができたか。 

２．日本語で書かれた身近な問題を扱う資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

３．身近な問題について、議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

４．身近な問題について、日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

５．身近な問題について、自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業ができるようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１．授業への参加態度 総合点の３０％ 

２．試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の３０％ 

３．提出課題（レポート等） 総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、身近な日本の文化や言語に目を向けるきっかけを提供したい。アサイメント及びレポー

トについては、受講生の関心や状況に応じて、扱うテーマや分量などの調整を行う場合があるが、授業担当

教員の指示に従って取り組んでほしい。 

なお、受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退など（不必要な退出も含む）せず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明、自己紹介（自分の目標など） 
事前学習 教科書の目次を読んでおく。 

事後学習 自分の目標を文章にまとめてみる。 

第２回 Unit1 日本ってどんな国 １日本の面積と人口 
事前学習 日本の面積や人口の特徴を調べてみる。 

事後学習 教科書 p.15 タスク Aに取り組む。 

第３回 Unit1 日本ってどんな国 ２四季の変化と天気予報 

事前学習 
教科書 pp.15-17 を読み、日本の四季につい

て説明してみる。 

事後学習 
教科書 pp.15-17 を踏まえ、自国と日本の気

候の違いを整理してみる。 

第４回 
Unit1 日本ってどんな国 タスク C  

日本の花見との比較から気づいたことを話し合う 

事前学習 
教科書 p.18 タスク C に取り組み、発表原

稿を準備しておく。 

事後学習 
クラスメートの出身国の花についてまとめ

てみる 

第５回 Unit1 日本ってどんな国 内容確認問題  

事前学習 

教科書 pp.13-20を読み直し、p.154の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 

教科書 pp.13-20 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

 

 



        

 

第６回 Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし １日本の都市 

事前学習 
教科書 pp.21-23 を読み、日本の都市につい

て説明できるようにしておく。 

事後学習 
教科書 p.21を参考にして、囲炉裏について説

明してみる。 

第７回 
Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし ２「地方の暮ら

しにくさ」から「地方創生」へ 

事前学習 
教科書 pp.23-25 を読み、日本の地方の特徴

について、整理してみる。 

事後学習 
教科書 pp.23-25を踏まえ、「地方創生」の事

例について情報を集めてみる。 

第８回 Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.21-28を読み直し、p.155の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.21-28 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第９回 Unit3 日本の旅を楽しもう １安全で正確な新幹線 
事前学習 

教科書 pp.30-31 を読み、新幹線について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.31のタスク Aに取り組んでおく。 

第１０回 
Unit3 日本の旅を楽しもう ２長距離移動に便利な飛

行機 

事前学習 
教科書 p.32を読み、日本の空港の特徴につい

て考えてみる。 

事後学習 教科書 p.32のタスク Bに取り組んでおく。 

第１１回 
Unit3 日本の旅を楽しもう ３都市部で発達する地下

鉄網 

事前学習 
教科書 p.33を読み、日本の地下鉄の特徴につ

いて整理しておく。 

事後学習 教科書 p.33のタスク Cに取り組んでおく。 

第１２回 
Unit3 日本の旅を楽しもう 4 分刻みで運行する鉄道

ダイヤ ５目的地までのルート選び 

事前学習 
教科書 pp.34-35 を読み、日本の電車に乗る

際のマナーについて考えてみる。 

事後学習 教科書 p.35 タスク Dに取り組んでおく。 

第１３回 Unit3 日本の旅を楽しもう ５ICカード乗車券 
事前学習 

教科書 p.36 を読み、IC カード乗車券につい

て、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.36のタスク Fに取り組んでおく。 

第１４回 Unit3 日本の旅を楽しもう 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.29-40を読み直し、p.156の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.29-40 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第１５回 Unit4 いただきます１日本の食糧自給率と食品輸出入 
事前学習 

教科書 p.42を読み、日本の食糧事情について

説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.43のタスク Aに取り組んでおく。 

第１６回 Unit4 いただきます ２地産地消が進む学校給食 
事前学習 

教科書 p.43を読み、給食について説明できる

ようにしておく。 

事後学習 教科書 p.43のタスク Bに取り組んでおく。 

第１７回 Unit4 いただきます ３和食文化の普及 
事前学習 

教科書 p.44を読み、和食文化について説明で

きるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.45のタスク Cに取り組んでおく。 

第１８回 Unit4 いただきます ４道の駅 
事前学習 

教科書 p.46を読み、道の駅について説明でき

るようにしておく。 

事後学習 教科書 p.46のタスク Dに取り組んでおく。 

第１９回 Unit４ いただきます ５日本のおいしい水 
事前学習 

教科書 p.47を読み、日本の水について説明し

てみる。 

事後学習 教科書 p.47のタスク Eに取り組んでおく。 

第２０回 Unit４ いただきます ６B級グルメとご当地グルメ 
事前学習 

教科書 p.48 を読み、B 級グルメとご当地グ

ルメについて説明してみる。 

事後学習 教科書 p.48のタスク Fに取り組んでおく。 

第２１回 Unit４ いただきます ７日本で旅した世界の料理 
事前学習 

教科書 p.49を読み、日本で楽しめる世界の料

理について調べてみる。 

事後学習 教科書 p.49のタスク Gに取り組んでおく。 

第２２回 Unit４ いただきます 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.39-51を読み直し、p.157の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.39-51 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第２３回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事 タスク A お正月に

ついて 

事前学習 
教科書 pp.54-55 を読み、お正月について説

明できるようにしておく。 

事後学習 

教科書 p.55 タスク Aに取り組んでおく。 

 

 



        

 

第２４回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事 タスク B 卒業式・

入学式について 

事前学習 
教科書 pp.54-55を読み、卒業式・入学式につ

いて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.57 タスク Bに取り組んでおく。 

第２５回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事   タスク D日本の

お祭り 

事前学習 
教科書 p.59を読み、日本のお祭りについて説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.59 タスク Dに取り組んでおく。 

第２６回 
身近な日本文化・言語のまとめ：確認テストと日本語

到達度チェック 

事前学習 

教科書の Unit1 から Unit5 を読み直し、

pp.155-158 の内容確認問題を答えることが

出来るようにしておく。 

事後学習 

この授業を通して理解を深めることが出来

た日本の文化や言語について紹介文を作成

してみる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回・第３回で学習した「日本の気候的な特徴」を踏まえて、あなたの国の気候の特徴について、

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、クラスメートの出身国の気候と自分の国、日本の気候の違いについてまと

めてみる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第６回・第７回で学習した「日本の都市と地方」という視点から、あなたの「住みたい地域」につい

て、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１４回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、都市と地方の違いについてまとめてみる。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第９回から第１３回で学習した「日本の旅」という視点から、「観光プラン」を考え、レポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第１３回の授業後に実施する。 

提出期限：第１８回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第２２回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、日本の観光の特徴についてまとめてみる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第１５回から第２１回で学習した「日本の食生活」という視点から、「日本における自国料理のレスト

ラン」について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第２１回の授業後に実施する。 

提出期限：第２５回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第２６回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、日本の外国料理店の特徴についてまとめてみる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 乳児保育Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT3617 

SCOT3617 

SJMP3136 ２．授業担当教員 戸次 佳子・後藤 裕子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 
「乳児保育」で学習したことを基礎とし、保育所及び乳児院、児童養護施設等における、乳児あるいは

低年齢児にかかわる保育内容について実践的な視点から具体的・総合的に理解する。 

８．学習目標 

１．乳児保育の経緯と現状について理解し、その役割について説明することができる。 
２．3 歳未満児の発育・発達について学び、健やかな成長を支える生活や遊び・援助の仕方について計画

し、実践することができる。 
３．乳児が健康で楽しく、安心して生活できる環境について保育施設および家庭のあり方について考察す

ることができる。 

４．職員や保護者との連携の重要性を理解し、育児相談への対応の仕方について実践することができる。 
９．アサイメント 
（宿題）及びレポー
ト課題 

授業内で指定します 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】入江慶太編著『乳児保育―子ども・家庭・保育者が紡ぐ営み―』第２版 教育情報出版。  
【参考書】厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．乳児保育の経緯と現状について理解し、その役割について説明することができる。 

２．3 歳未満児の発育・発達について学び、健やかな成長を支える生活や遊び・援助の仕方について計画

し、実践することができる。 

３．乳児が健康で楽しく、安心して生活できる環境について保育施設および家庭のあり方について考察す

ることができる。 

４．職員や保護者との連携の重要性を理解し、育児相談への対応の仕方について実践することができる。 

○評定の方法 

期末テスト 50％、宿題レポート 30％、授業態度 20％で評価する。 

上記のほかに、本学の規程に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 
メッセージ 

この授業では「乳児保育」で履修したことをベースにして、発達区分ごとの保育内容や保育環境、保護者
への対応、また保育者同士の連携のあり方など、さらに内容を深く掘り下げていきます。2 年次に学習し
たことをよく復習しておいてください。グループ討議と発表が中心の授業です。自ら積極的に参加してほ
しいと思います。 

13．オフィスアワー 授業内で周知します 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・乳児の捉え方 
事前学習 

乳児期とはどのような時期を指すか、また乳児の特徴に
ついて調べる。 

事後学習 乳児の特徴について整理しておく。 

第２回 乳児保育の経緯と現状 
事前学習 乳児を取り巻く環境について新聞などから情報を得る 
事後学習 乳児保育における現状を整理しておく 

第３回 乳児の発育・発達①乳児の生活リズム 
事前学習 乳児の生活リズムについて調べる 
事後学習 乳児の生活リズムについてまとめる。 

第４回 乳児の発育・発達②乳児の運動発達 
事前学習 乳児の発育と運動発達について調べる。 
事後学習 乳児の発育と運動発達についてまとめる。 

第５回 
乳児の発育・発達③乳児の認知発達および社
会性の発達 

事前学習 乳児の認知発達および社会性の発達について調べる 
事後学習 乳児の認知発達および社会性の発達についてまとめる。 

第６回 0歳児の保育と保護者支援 
事前学習 0歳児の保育について調べる 
事後学習 0歳児の保育について整理する 

第７回 1歳児の保育と保護者支援 
事前学習 1歳児の保育について調べる 
事後学習 1歳児の保育について整理 

第８回 2歳児の保育と保護者支援 
事前学習 2歳児の保育について調べる 
事後学習 2歳児の保育について整理する。 

第９回 乳児期に起こりやすい事故と病気 
事前学習 乳児期に起こりやすい事故と病気を調べる 
事後学習 乳児期に起こりやすい事故と病気についてまとめる 

第１０回 乳児の援助の仕方：おむつ交換 
事前学習 おむつ交換について調べる 
事後学習 おむつ交換についてまとめる 

第１１回 乳児の遊びと保育①製作 
事前学習 発達にあったおもちゃ製作の準備 
事後学習 乳児保育における遊びの重要性をまとめる 

第１２回 乳児の遊びと保育②発表 
事前学習 発達にあったおもちゃ製作の完成 
事後学習 発達にあったおもちゃとは何かをまとめる 

第１３回 乳児保育のまとめ 
事前学習 乳児保育で学んだことを振り返る 
事後学習 自分が理想とする乳児保育についてまとめる。 

課題研究 1 

課題研究テーマ: 乳児院・児童養護施設における保育 

第 5回までの講義内容を踏まえて、「乳児院・児童養護施設における保育」について調べ、レポートにまとめなさい。 
レポート形式:A4 用紙 1 枚(1000字程度) 
実施時期:第 5回の授業後に実施する。 
提出期限、提出方法については、授業内で連絡する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

  



 

 

課題研究 2 

課題研究テーマ: おんぶと抱っこ 

第 10回までの講義内容を踏まえて、「乳児のおんぶと抱っこ」について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1000字程度) 

実施時期:第 10回の授業後に実施する。 

出期限、提出方法については、授業内で連絡する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 乳児保育Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3136 

２．授業担当教員 戸次 佳子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 
「乳児保育」で学習したことを基礎とし、保育所及び乳児院、児童養護施設等における、乳児あるいは

低年齢児にかかわる保育内容について実践的な視点から具体的・総合的に理解する。 

８．学習目標 

１．乳児保育の経緯と現状について理解し、その役割について説明することができる。 

２．3 歳未満児の発育・発達について学び、健やかな成長を支える生活や遊び・援助の仕方について計画
し、実践することができる。 

３．乳児が健康で楽しく、安心して生活できる環境について保育施設および家庭のあり方について考察す

ることができる。 
４．職員や保護者との連携の重要性を理解し、育児相談への対応の仕方について実践することができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポー
ト課題 

授業内で指定します 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】入江慶太編著『乳児保育―子ども・家庭・保育者が紡ぐ営み―』第２版 教育情報出版。 
【参考書】厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．乳児保育の経緯と現状について理解し、その役割について説明することができる。 

２．3 歳未満児の発育・発達について学び、健やかな成長を支える生活や遊び・援助の仕方について計画

し、実践することができる。 

３．乳児が健康で楽しく、安心して生活できる環境について保育施設および家庭のあり方について考察す

ることができる。 

４．職員や保護者との連携の重要性を理解し、育児相談への対応の仕方について実践することができる。 

○評定の方法 

期末テスト 50％、宿題レポート 30％、授業態度 20％で評価する。 

上記のほかに、本学の規程に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 
メッセージ 

この授業では「乳児保育」で履修したことをベースにして、発達区分ごとの保育内容や保育環境、保護者
への対応、また保育者同士の連携のあり方など、さらに内容を深く掘り下げていきます。2 年次に学習し
たことをよく復習しておいてください。グループ討議と発表が中心の授業です。自ら積極的に参加してほ
しいと思います。 

13．オフィスアワー 授業内で周知します 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・乳児の捉え方 
事前学習 

乳児期とはどのような時期を指すか、また乳児の特徴に
ついて調べる。 

事後学習 乳児の特徴について整理しておく。 

第２回 乳児保育の経緯と現状 
事前学習 乳児を取り巻く環境について新聞などから情報を得る 
事後学習 乳児保育における現状を整理しておく 

第３回 乳児の発育・発達①乳児の生活リズム 
事前学習 乳児の生活リズムについて調べる 
事後学習 乳児の生活リズムについてまとめる。 

第４回 乳児の発育・発達②乳児の運動発達 
事前学習 乳児の発育と運動発達について調べる。 
事後学習 乳児の発育と運動発達についてまとめる。 

第５回 
乳児の発育・発達③乳児の認知発達および社
会性の発達 

事前学習 乳児の認知発達および社会性の発達について調べる 
事後学習 乳児の認知発達および社会性の発達についてまとめる。 

第６回 0歳児の保育と保護者支援 
事前学習 0歳児の保育について調べる 
事後学習 0歳児の保育について整理する 

第７回 1歳児の保育と保護者支援 
事前学習 1歳児の保育について調べる 
事後学習 1歳児の保育について整理 

第８回 2歳児の保育と保護者支援 
事前学習 2歳児の保育について調べる 
事後学習 2歳児の保育について整理する。 

第９回 乳児期に起こりやすい事故と病気 
事前学習 乳児期に起こりやすい事故と病気を調べる 
事後学習 乳児期に起こりやすい事故と病気についてまとめる 

第１０回 乳児の援助の仕方：おむつ交換 
事前学習 おむつ交換について調べる 
事後学習 おむつ交換についてまとめる 

第１１回 乳児の遊びと保育①製作 
事前学習 発達にあったおもちゃ製作の準備 
事後学習 乳児保育における遊びの重要性をまとめる 

第１２回 乳児の遊びと保育②発表 
事前学習 発達にあったおもちゃ製作の完成 
事後学習 発達にあったおもちゃとは何かをまとめる 

第１３回 乳児保育のまとめ 
事前学習 乳児保育で学んだことを振り返る 
事後学習 自分が理想とする乳児保育についてまとめる 

課題研究 
1 

課題研究テーマ: 乳児院・児童養護施設における保育 

第 5回までの講義内容を踏まえて、「乳児院・児童養護施設における保育」について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1000字程度) 

実施時期:第 5回の授業後に実施する。 

提出期限、提出方法については、授業内で連絡する。 

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

  



 

 

課題研究 
2 

課題研究テーマ: おんぶと抱っこ 

第 10回までの講義内容を踏まえて、「乳児のおんぶと抱っこ」について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1000字程度) 

実施時期:第 10回の授業後に実施する。 

出期限、提出方法については、授業内で連絡する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人間環境学入門 （2単位） 

３．科目番号 EIIE2103 

２．授業担当教員 鈴木 路子・山本 静雄・神宮 直人 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 本講義は、「人間」と「環境」に関する基礎知識を広く学び、人間の発育、生活生存と各種環境問題との関

連について多角的な視点から理解する力を養うことを目指すものである。「人間」と「環境」に関する多様な

「学び」にふれながら、様々な視点から主体的・自律的なくらし方や健康問題を探求する力を身につける。

具体的には、「人間」と「環境」に関する諸問題の現状の把握から代表的な思想を取り上げた上で、科学的な

理解として、①人間の成長過程における体温調節能力をコアとした「適応のメカニズム」、②重要な生体防御

機構である「免疫のしくみ」等について、くらしに役立つ情報と合わせて概説していく。 

８．学習目標 

（１）「人間の健康にとって環境とは何か」という問いを深く探求する態度を身につける。 

（２）人間と環境に関する知見、基礎的な「適応のメカニズム」、「免疫のしくみ」に対する理解を深め、

わかりやすく説明することができる。 

（３）本講義で学んだ知見をふまえ、主体的・自律的なくらし方や健康問題を探究する力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（読解力向上に向けた課題） 

テーマごとに配布された資料を熟読し、要点を報告できるようにしておくこと。 

（思考力向上に向けた課題） 

テーマごとにグループディスカッションを行い、グループで出した結論を発表すること。 

（文章力向上に向けた課題） 

テーマごとに課題を設定し、小レポートを提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

適宜、資料を配布する。 

【参考書】 

鈴木路子『人間環境教育学』建帛社、2017年。 

鈴木路子・真野喜洋編『教育健康学』ぎょうせい、2010年。 

鈴木路子編『人間環境・教育福祉論』光生社、2007年。 

鈴木路子『くらしの科学としての人間環境学』福村出版、1995年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

【評価の規準】 

（１）「人間の健康にとって環境とは何か」という問いを深く探求する態度を身につけることができたか。 

（２）人間と環境に関する知見、基礎的な「適応のメカニズム」、「免疫のしくみ」に対する理解を深め、

わかりやすく説明することができたか。 

（３）本講義で学んだ知見をふまえ、主体的・自律的なくらし方や健康問題を探究する力を身につけること

ができたか。 

【評定の方法】 

①授業態度（40%）②課題レポート（30%）③期末レポート（30%）の成果によって決められる。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代の健康課題を解決していく手がかりを、環境適応能力の立場から探求し、よりよい人間の生命生存につ

いて共に考える場に、意欲を持って取り組むことを期待したい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション－「人間」と「環境」についての学

び 

【講義・グループワーク】 

事前学習 シラバスで授業内容を確認してくること 

事後学習 
この授業を受講する際のポイントをワークシ

ートに整理すること 

第２回 
環境問題の多様性について 

【講義・グループワーク】 

事前学習 
「身近な環境問題」と「世界が抱える環境問題

について調べてくること 

事後学習 
本時の授業のポイントをワークシートに整理

すること 

第３回 

人間と環境に関する思想の歴史①：人間中心主義・自然

中心主義について 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだキーワードと重要人物に関して

ワークシートに整理すること 

第４回 

人間と環境に関する思想の歴史②：エコロジー・持続可

能性について 

【講義・グループワーク 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだキーワードと重要人物に関して

ワークシートに整理すること 

第５回 

環境に対する科学的な理解－適応のメカニズム①：温熱

生理学の視点から 

【講義・グループワーク 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 

第６回 

環境に対する科学的な理解－適応のメカニズム②：人間

生態学的視点から 

【講義・グループワーク 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 

第７回 

環境に対する科学的な理解－環境中の病原体と免疫反

応(有益な免疫) 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 



 

 

第８回 

環境に対する科学的な理解－環境中のアレルゲンと免

疫反応(有害な免疫とその予防) 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 

第９回 
環境と病理－生活環境汚染物質について 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 

第１０回 
参加型市民教育・学習としての人間環境学 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 

第１１回 

主体的・自律的なくらしに向けて私たちにできること① 

－学校教育・健康教育とのつながり 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
指定された課題に取り組むこと 

第１２回 

主体的・自律的なくらしに向けて私たちにできること② 

－地域社会とのつながり 

【講義・グループワーク】 

事前学習 「学校での取り組み」について調べてくること 

事後学習 
各グループの発表についての講評を書いてく

ること 

第１３回 

循環型社会の実現に向けて 

－「持続可能な社会」を実現する人材の育成 

【講義・グループワーク】 

事前学習 「地域での取り組み」に関して調べてくること 

事後学習 
各グループの発表についての講評を書いてく

ること 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～5回までの講義内容を踏まえて、「なぜ人間にとって健全な環境の維持・保全が必要であると

考えるか」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：パソコン使用の場合：A4用紙 1枚（10.5ポイントで 1300字程度） 

       手書きの場合：400字横書き原稿用紙を使用すること（1300字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

     レポートの添削等に関する質問は、毎回の講義の前後に受け付け、適宣指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 5回～9回までの講義内容を踏まえて、「環境中の病因となる因子の中で、多数の人を発症させる（て

いる）因子 3つ以上を列挙し、その理由。」について簡潔にレポートにまとめなさい。 

レポート形式：パソコン使用の場合：A4用紙 1枚（10.5ポイントで 1300字程度） 

       手書きの場合：400字横書き原稿用紙を使用すること（1300字程度） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

     レポートの添削等に関する質問は、毎回の講義の前後に受け付け、適宣指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 認知心理学 （2 単位） 

３．科目番号 EDPS3309 

２．授業担当教員 成本 忠正 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

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

2.認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント：各章の内容をノートにまとめる。 

レポート：タイトル「記憶について不思議と思うこと。 

10．教科書・参考書・

教材 
原田悦子（編）『スタンダード 認知心理学』サイエンス社、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2.認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができるか。 

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

○評定の方法 

下記の規準を基に、本学規定に沿って評価を行う。 

平常点(授業態度・授業への参加など) 30％ 

課題(テスト・レポート・発表など)  70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

認知心理学では、普段見慣れない用語が多く出てきますが、内容は私たち自身が普段経験していることです
ので、知識としてよりも体験として理解し学習するようにしてください。 

13．オフィスアワー 授業後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス（講義内容・評価等の説明） 
認知心理学とは何か 

事前学習 教科書：1頁から 8頁を読む。 

事後学習 認知心理学で扱うテーマを復習する。 

第２回 感覚記憶・短期記憶の時間および容量の特性 

事前学習 教科書：13頁から 19ページを読む。 

事後学習 
どのような研究で記憶特性が明らかにされ
てきたのかを復習する。 

第３回 

長期記憶の時間および容量の特性 

初頭性・親近性効果について 
処理水準モデルについて 

事前学習 教科書：19頁から 21頁を読む。 

事後学習 
長期記憶の特性・リハーサル効果について復
習する。 

第４回 長期記憶の種類（意味・エピソード・潜在） 
事前学習 教科書：32頁から 47頁を読む。 

事後学習 顕在記憶と潜在記憶について復習する。 

第５回 知識（知識はどのように構造化されているのか） 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 ネットワークモデルを復習する。 

第６回 問題解決と意思決定 
事前学習 教科書：74頁から 95頁を読む。 

事後学習 解決・決定プロセスを復習する。 

第７回 注意とは何か（分割的注意と選択的注意） 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 注意の種類について復習する。 

第８回 前半のまとめとテスト（基礎編） 

事前学習 第 1回から第 7回までの内容を復習する。 

事後学習 
これまでの授業内容をまとめ基礎的な研究

の重要性を理解する。 

第９回 老年期と認知心理学 
事前学習 教科書：158頁から 178頁を読む。 

事後学習 認知に及ぼす加齢の影響を復習する。 

第１０回 裁判と認知心理学 
事前学習 教科書：180頁から 205頁を読む。 

事後学習 証言の信用性と確信度について復習する。 

第１１回 人工物のデザインと認知心理学 
事前学習 教科書：206頁から 220頁を読む。 

事後学習 便利さに影響する要因について復習する。 

第１２回 安全・エラーと認知心理学 
事前学習 教科書：221頁から 244頁を読む。 

事後学習 交通安全とエラーについて復習する。 

第１３回 後半のまとめとテスト（応用編） 

事前学習 第 9回から第 12回までの内容を復習する。 

事後学習 
これまでの授業内容をまとめ応用的な研究
の重要性を理解する。 

  



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回と第 3 回の授業で紹介した「感覚記憶」「短期記憶」「長期記憶」における時間および容量の特
性をレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度）。 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。 

  － 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回授業終了後に教室で行う。 

  － 添削内容等について引き続き質問がある場合は、その度も毎回の授業の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し、学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 9 回から第 12 回の授業で紹介した「応用認知心理学」の社会貢献についてレポートにまとめなさ

い。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度）。 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

  － 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で行う。 

  － 添削内容等について引き続き質問がある場合は、その度も毎回の授業の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し、学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
東アジアの中の日本文化 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2381 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
国際教育コース2年選択・必修科目 

７．講義概要 

 従来、日本の文化はアメリカやヨーロッパと比較され、その差異に目を向けられることが多かった。一

方、東アジア諸国と日本は、古くからの交流の歴史において、人々の移動やそれにともなう文化の影響な

ど、相互的共通性を有しているものの、一様というわけではない。 

 本講義では、中国や韓国を中心とした東アジア諸国と日本の文化について、比較したり文化的特徴を見出

したりしていく。日本文化や日本人の文化的行動との共通性や類似性とともに、日本との関係性や欧米との

対比では見過ごされてしまいがちな差異などについて扱っていく。 

８．学習目標 

１． 日本文化について、改めて考え理解を深めることができるようになる。 

２． 東アジア諸国と日本の関係について理解することができるようになる。 

３． 東アジアの文化について、共通性とともに差異性など多面的にとらえることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

本講義では、各自、与えられたテーマについての模擬授業を行うため、必要な資料の収集や調査過程で課題

が与えられる。また随時、発表や感想文が課されるので、 各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習

をしておくこと。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

高吉嬉・國分麻里・金玹辰著『交流史から学ぶ東アジア：食・人・歴史でつくる教材と授業実践』明石書店、

2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.日本文化について、改めて考え理解を深めることができたか。 

2.東アジア諸国と日本の関係について理解することができたか。 

3.東アジアの文化について、共通性とともに差異性など多面的にとらえることができたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合的に評価する。 

1.授業態度     総合点の 30%：積極的な参加、課題の提出状況などにより評価。 

2.グループ・ワーク 総合点の 30%：共同作業での発言、役割貢献などにより評価。 

3.試験・レポート  総合点の 40%：基礎知識の理解、自身の意見の表出の程度により評価。 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

1. シラバスを熟読し、講義の学習目標、成績評価等についてよく把握しておくこと。 

2. iphone, smartphone, 携帯電話,その他通信機能のあるノートパソコンやタブレットの電源は切り、かば

んの中にしまうこと。 

3. 本学規定により、3/4（4回）以上欠席すると単位の修得が認められないので留意しておくこと（遅延につ

いては、遅延証明書を当日又は次回講義までに担当教員に提出すること。遅延の累計回数が多い場合、遅

延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

4. 成績総合評価の内、授業での積極的参加は比重が大きいので、分からないことは積極的に質問し、ディス

カッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

5. 不正行為への対応等について、本学は、「東京福祉大学・短期大学部 研究活動における不正行為への対

応等に関する規程」を平成 26年 12月 4日に制定しています。詳しくは、本学ホームページの大学紹介・

研究活動のところを参照してください。文部科学省のガイドラインでは、「学生に対する研究倫理教育」

を行うことが要請されているので、皆さんは、大学で自分の学習成果をレポートにしたり発表したりして

いくうえでの倫理、つまり、守らなければならない事があります。不正行為としては、１．捏造(ねつぞ

う)、２．改ざん、３．盗用があります。不正行為については、適宜、処置がなされるので、これらについ

て十分に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 講義の趣旨と目的について 

事前学習 
シラバスを確認し、講義の内容について把握してお

く。教科書 pp.3~6 を読んでおく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について整理し

ておく。 

第２回 

第 I 部 食文化で広がる東アジア 

 

第１章：箸の文化はどのように発展してきたか 

事前学習 
教科書 pp.11~29 を読んでおく。世界三大食法であ

る箸食文化と手食文化圏について調べておく。 

事後学習 
箸文化が東アジアの国々でどのように発展してきた

かまとめる。 

第３回 「日中韓の箸について考えよう」模擬授業 

事前学習 
発表者は模擬授業の準備をし、それ以外の人は、学

習指導案の内容を確認しておく。 

事後学習 
模擬授業が「国際理解」の観点から効果的であった

か顧み評価する。 

 



 

 

第４回 第２章：あなたの街のカップ麺はなに味？ 

事前学習 
教科書 pp.30~44 を読んでおく。日本の代表的な昆

布の原産地について調べておく。 

事後学習 
東アジアにおける昆布の名称、伝播と交易について

学んだことをまとめる。 

第５回 「昆布と東アジア」模擬授業 

事前学習 
発表者は模擬授業の準備をし、それ以外の人は、学

習指導案の内容を確認しておく。 

事後学習 
模擬授業が「国際理解」の観点から効果的であった

か顧み評価する。 

第６回 

第 II 部 人々でつながる東アジア 

 

 第３章：江戸時代に漂流するとどうなるのか 

事前学習 

教科書 pp.53~64 を読んでおく。江戸時代・朝鮮時

代の日朝関係及び、江戸幕府による「海禁」政策に

ついて復習しておく。                                   

事後学習 
東アジアにおける漂流民への対応が、相手国との関

係を築く上で何を意味していたか考える。 

第７回 「朝鮮漂流日記」模擬授業 

事前学習 
発表者は模擬授業の準備をし、それ以外の人は、学

習指導案の内容を確認しておく。 

事後学習 
模擬授業が「国際理解」の観点から効果的であった

か顧み評価する。 

第８回 
第４章：「境界人」旗田巍のアイデンティティは何

であったか 

事前学習 

教科書 pp.71~85 を読んでおく。日本社会における

国籍（出身地）別外国人登録者数について調べてお

く。 

事後学習 
旗田の例から、「人間とは何か」、「自分とは何者なの

か」、「アイデンティティとは何か」について考える。 

第９回 
「アイデンティティの確立とそれが奪われると

き」模擬授業 

事前学習 
発表者は模擬授業の準備をし、それ以外の人は、学

習指導案の内容を確認しておく。 

事後学習 
模擬授業が「国際理解」の観点から効果的であった

か顧み評価する。 

第１０回 

第 III 部  歴史から響き合う東アジア 

 

第５章：自分の姓名が変えられたとき、人はどう感

じるか 

事前学習 
教科書 pp.94~104 を読んでおく。創氏改名と皇民化

について復習しておく。 

事後学習 

日本、朝鮮半島、台湾の姓名から家族制度の違いに

ついて確認し、改姓名実施が及ぼしたアイデンティ

ティ形成への影響について考える。 

第１１回 「日本・朝鮮・台湾の姓名と創氏改名」模擬授業 

事前学習 
発表者は模擬授業の準備をし、それ以外の人は、学

習指導案の内容を確認しておく。 

事後学習 
模擬授業が「国際理解」の観点から効果的であった

か顧み評価する。 

第１２回 
第６章：東アジアの町は日本の歴史とどのような

関係があるか 

事前学習 
教科書 pp.109~125 を読んでおく。東アジアの近代

史について復習しておく。 

事後学習 

東アジアの都市にみられる日本の街並みとの類似性

とその歴史的背景について顧みる。また今後、これ

らの都市が独自にどのように発展していくのか考え

てみる。 

第１３回 
「東アジアの町は日本の歴史とどのような関係が

あるか」模擬授業 

事前学習 
発表者は模擬授業の準備をし、それ以外の人は、学

習指導案の内容を確認しておく。 

事後学習 
模擬授業が「国際理解」の観点から効果的であった

か顧み評価する。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：「東アジアの共通点と違いを理解したうえで、今後それぞれの国がどのように共に発展していけるか」

についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施期間：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を 10 回の授業終了後に行うが、引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授

業で随時受付、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：「東アジアが世界の国・地域と今後どのように関わることができるのか」 

実施期間：第 9 回の授業日以降の補講日にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：これまでの各テーマについての議論、意見交換を基に、東アジア内の調和と共同体はどのようにしたら可能

なのか意見交換の準備をしておく。 

事後学習：講義で学んだことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ヒューマンメディア （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3334 

２．授業担当教員 館 秀典 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

人間は感覚器官を通じて外界から情報を入力し、知覚・認識をすることで外界の現象を捉え、それに対す

る出力を行っている。本講義では、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚と、身体の制御に関わる平衡感覚につい
て、そのしくみや特性について言及し、その理解を通して人間の生体情報がどのようにメディア技術に活用
されているのかを考える。また、ヒューマンインタフェースの観点から、人が使いやすいデザインやその評

価についても言及する。 

８．学習目標 
人間の生体特性とそれに関わる事象や応用事例を理解し、それらがどのように日常生活や情報社会に活用

されているのかを理解することが、本講義の目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習テーマごとの課題に対して、調べたり考えたりして内容をまとめる。また、プレゼンテーションの準
備あるいはレポートの作成を行う。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
 資料を適宜配布する。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

人間の生体特性とそれに関わる事象や応用事例を理解し、それらがどのように日常生活や情報社会に活用さ

れているのかを理解できたか。 

○評定の方法 

出席状況や授業への取り組み、課題提出、期末課題により総合的に評価する。  

授業参加 30％、課題 40％、期末課題 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 我々が日常的に使っているパソコンやスマートフォン、携帯電話、テレビ、車、自動販売機など、多くの
ものは、それらを使う人間の特性を考慮して作られています。そうした観点で身の回りのものを見てみると

新しい発見があるかもしれません。講義でもいくつかの例を紹介したいと思っています。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1 回 人間の情報処理：感覚、知覚、認識 
事前学習 感覚、知覚、認識の違いについて調べる。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 2 回 視覚：眼光学系、視覚情報処理 
事前学習 

水晶体調節について調べ、物を明瞭に見る仕組みについて考え
る。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 3 回 視覚：視野、眼球運動 
事前学習 視野をキーワードとして、その特徴をまとめる。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 4 回 視覚：空間周波数特性、時間周波数特性 
事前学習 周波数について調べて理解する。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 5 回 視覚：空間知覚、両眼立体視 
事前学習 なぜ奥行きを感じるのか考える。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 6 回 視覚：図形知覚、錯視 
事前学習 ミュラー・リヤー錯視について調べる。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 7 回 視覚特性とディスプレイ技術 
事前学習 ハイビジョン映像の解像度と臨場感について考察する。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 8 回 聴覚：構造と機能 
事前学習 可聴域について調べる。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 9 回 聴覚特性とマルチメディアへの応用 
事前学習 音を活用した製品について、聴覚特性の観点から考える。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 10 回 
嗅覚と味覚 ：構造と機能、マルチメデ
ィア応用 

事前学習 味覚について調べる。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 11 回 
触覚と平衡感覚：構造と機能、マルチメ
ディア応用 

事前学習 日常生活において平衡感覚が関係している例や状況を考える。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 12 回 ヒューマンインタフェース 
事前学習 

パソコンのキーボードの使いやすさについて、人体寸法の観点
から考える。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

第 13 回 生体信号による評価法 
事前学習 

人間工学やヒューマンインタフェースの分野において、評価す
るとはどういうことなのかを考える。 

事後学習 ディスカッションした内容をふまえ、自分の考えをまとめる。 

  



 

 

課題研究
１ 

テーマ ：錯覚，錯聴など，感覚器に対して 誤った知覚を得てしまう現象の例を挙げ， 

それらを福祉・教育において有効に活用するための手法を検討せよ 

提出方法：第 11 回目にプレゼンテーションを行う 

事後学習：受け取った意見を元に，提案したものを改善する 

課題研究
２ 

テーマ ： 身の回りにある情報機器は，どのようなユーザインターフェースを備えているか調査し， 

利用者が機器に対して命令を出し，フィードバックを受け取るための新しいインターフェースを提案せよ 

提出方法：第 12 回目にプレゼンテーションを行う 

事後学習：受け取った意見を元に，提案したものを改善する 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ヒューマンライフとサービス （2 単位） 

３．科目番号 GELA1391 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

他者のために役立つ人材を養成する大学教育の前提となる教養教育の一環として、ライフステージに応じた

社会的支援について、社会福祉、教育、心理、保育の視座から学び、共に生きる姿勢の基礎を身に付ける。ま

た、多様な生き方について、現代社会の現状とそれに携わる専門職の意義や役割を理解する。 

８．学習目標 

①社会福祉、教育、心理、保育の実状に触れ、専門的能力習得の重要性についての認識を深める。 

②対人援助の専門性の基礎を培う演習において、主体的な態度や意欲を養う。 

③アクティブラーニングを通して、ライフステージに応じた人間のあり方を考え、共に生きる姿勢を身に付

ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○グループワーク、ディスカッションのテーマについて、事前学習の自分の考えを整理しておく。その際、授

業毎に設定された事前学習のテーマについて、考えを整理するための資料を作成し、その上で自身の考え

も合わせて記述しておく。また、事後学習においても、授業の振り返りとして、授業の内容を加味した内容

で、授業毎に設定された事後学習課題についての意見をまとめ、自身で振り返りを行う。 

○授業に際してのレポート課題 

「人間のライフステージに応じた生き方を支援するために、あなたはどのような努力をするか、社会福祉、

教育、心理、保育の分野の一つに焦点を当てて論じなさい。」 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】なし 

【参考書】『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』 

『教職科目要説 初等教育編』『教職科目要説 中等教育編』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①社会福祉、教育、心理、保育の実状に触れ、専門的能力習得の重要性についての認識を深められたか。 

②対人援助の専門性の基礎を培う演習において、主体的な態度や意欲を養えたか。 

③アクティブラーニングを通して、ライフステージに応じた人間のあり方を考え、共に生きる姿勢を身に

付けられたか。 

○評定の方法 

日常の授業態度  総合点の 40%  

レポート  総合点の 30%  

アサイメントの実行度 総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の建学の理念を総合教育科目の修得を通じて、他者のために役立つ人材になるための基礎基本を身に付

けてほしい。 

13．オフィスアワー 各担当教員による 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ヒューマンライフとサービス 

現代社会生活における人間関係とコミュニケーション 

事前学習 IT 社会の暮らしの特徴 

事後学習 支え合う人間関係の重要性 

第２回 
ライフステージと自分を考える① 

守られ、育てられるインフォーマルエデュケーション 

事前学習 育てられた自分の振り返り 

事後学習 人との繋がることの基本、やさしさなど 

第３回 
ライフステージと自分を考える② 

自立と集団参加、社会における役割 

事前学習 認められた時、やり遂げた時の体験 

事後学習 集団の中の多様な役割や関係 

第４回 
ライフステージと自分を考える③ 

働くということ、社会への責任とキャリアプランニング 

事前学習 自分の特徴や生活の目標 

事後学習 自分らしさを生かした社会人になるには 

第５回 
ライフステージと自分を考える④ 

社会貢献のためのコンピテンシー、キャリア・スキル 

事前学習 社会の一員としての自分 

事後学習 現代社会における専門性習得の重要性 

第６回 
ヒューマンサービスの分野 

福祉、保育、教育、心理 

事前学習 社会における様々な仕事の分野 

事後学習 社会が専門家と認める免許、資格 

第７回 
ヒューマンサービス① 

 育児に対するソーシャルサポート 

事前学習 現代社会の子育ての難しさ 

事後学習 子どもにも保護者にもよい支援とは 

第８回 
ヒューマンサービス② 

 乳幼児に関わる専門性 

事前学習 保育に携わる人の特質や能力 

事後学習 保育職の基本 

第９回 
ヒューマンサービス③ 

文化の伝承、学校教育、社会教育 

事前学習 学校はなぜ必要か 

事後学習 子どものニーズと社会の期待に応える教育 

第１０回 
ヒューマンサービス④ 

教育に携わる専門性 

事前学習 教育に携わる人の特質や能力 

事後学習 教育職の基本 

第１１回 
ヒューマンサービス⑤ 

社会における心の健康とケア 

事前学習 現代社会の暮らしと心の健康、心の病 

事後学習 受容、理解、寄り添うなどの理解 

第１２回 
ヒューマンサービス⑥ 

企業における人間関係 

事前学習 心理の専門性を企業で生かす 

事後学習 リーダーシップ、チームワーク、組織 

事後学習 その人らしい暮しを支えるには 

第１３回 
ヒューマンサービス⑦ 

福祉職の専門性 

事前学習 福祉の仕事に携わる人の資質や能力 

事後学習 福祉職の基本 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回から第 5回までの講義内容を踏まえて、自分自身の「ライフステージ」を振り返り考察をまと
めなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 5回の講義後に実施する。 

提出期限：第 6回の講義時に担当教員へ提出すること。 

事後学習：これまでの自身の生活を振り返り考察を行うことで、今後の生活の在り方、ライフステージの設計に役立て

る。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：共生社会とはどのような社会を示すのか、あなたの考えをまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 12回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義時までに提出すること。 

事後学習：調べた内容を踏まえて 13回の講義に臨むともに、最終的なレポート作成に結び付ける。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 表現（保育児童福祉専修以外） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1326 

２．授業担当教員 赤塚 太郎 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 日常生活において、人間は何らかの方法で他者に表現し、メッセージを発している。その表現は、視覚、

聴覚、触覚、臭覚、味覚等の感覚器官を通じて受け取られ、再び表現として表出される。 
 本講義では、人間にとって表現とはどのような意味をもつのか、様々な表現方法に触れながら考察し、
体験や演習を通して、人間の表現活動を総合的に理解していく。 

８．学習目標 
1.自ら表現することにより、自己発見、自己認識をめざし、自己表現力を高める。 
2.他者の表現に対して共感し受容する能力、相手の表現に対し応答する能力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

詩や物語の創作にあたって、授業外の時間で素材や題材を探す。また、実際に物語等を自宅で声に出して

読む練習が必要です。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】その都度、関連資料を配布します。 

【参考書】池上彰『伝える力』PHPビジネス新書、2007。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標が達成できたかで判断する。） 

1.自ら表現することにより、自己発見し、自己認識を深め、自己表現力を高めることができたか。 

2.他者の表現に対して共感し受容する能力、相手の表現に対し応答する能力を高めることができたか。 

○評定の方法 

①学習・発言意欲・態度等の授業への積極性（40％） 

②個人・グループ発表（40％） 

③レポート等の提出物（20％） 

以上①から③までの結果を総合的に判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

何かを「表現」するためには、様々な手段・方法が考えられます。この授業のキーワードは、「コミュニケ

ーション」「言葉」「声」「音」「楽器」で、様々な表現方法をとおして自己を見つめ、自己認識を深め、そ

して気持ちや意思を伝える力を養います。グループで行う作業もありますので、遅刻や欠席は慎み、メン

バーで協力して質の良い発表にしてください。そして、日常に溢れている「表現」に対して普段から興味

を持ち、常に敏感でいてください。創造力や感性を育むよう意識を持って授業に臨み、この講義が有意義

な時間になることを願っています。なお、授業への遅刻については、累積回数が多いと認めない場合もあ

るので、注意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス（「表現」について、この授業の目

指すところ等） 

事前学習 

シラバスを読み、全体の学びの流れを把握する。「表

現」を語る上で大事なキーワード「創造」。この言葉

にはどのような意味合いがあるか、各自考える。 

事後学習 
講義を受け、「表現」について自分なりにまとめてみ

る。 

第２回 「コミュニケーション」について考える 
事前学習 

「コミュニケーション」にはどのような方法がある

かを考える。 

事後学習 振り返りシートを記入し、学んだ内容を整理する。 

第３回 文字を声に変える表現①（文章の朗読とスピーチ） 

事前学習 

事前に配布したプリントを熟読する。スピーチとは

どのようなものを指すかを考え、必要な要素をまと

めてくる。 

事後学習 
文章を声に出して読んでみて、授業で学んだ内容の

理解を深める。スピーチについての要点を整理する。 

第４回 
詩を創作する①（絵描き歌や数え歌、言葉遊び等、

詩作の下準備） 

事前学習 
日常生活の中に使われている言葉遊びに着目してみ

る。 

事後学習 
さまざまな言葉による遊びや創作を自分でもやって

みる。 

第５回 
詩を創作する②（詩に必要な要素を学び、実際に

創作してみる） 

事前学習 
詩の形式について調べてみる。詩の素材や題材を見

つける。 

事後学習 創作した詩を実際に読んでみる。 

第６回 詩の発表 
事前学習 発表前の直前練習。 

事後学習 詩に必要な要素、要点をまとめてみる。 

第７回 
言葉を届ける（電子メールと手紙について、その

違いや形式・マナーを考え、実際に送ってみる） 

事前学習 
電子メールと手紙について、それぞれの特徴を考え

てみる。 

事後学習 実際に作成した文を送ってみる。 

  



 

 

第８回 物語を読む①（グループ発表の準備） 
事前学習 指定した物語に目をとおす。 

事後学習 分担した役の箇所を熟読し、発表の準備を進める。 

第９回 物語を読む②（グループ発表） 

事前学習 担当箇所を確実に把握し、声に出して読む。 

事後学習 
他のグループを聞いてどのようなことを感じたか、

振り返りシートにまとめる。 

第１０回 
物語を創作する①（二次創作に触れ、絵からスト

ーリーを連想する等、物語を創作する下準備） 

事前学習 
二次創作とはどのようなものかを調べ、その面白み

や創造性について考えてみる。 

事後学習 創作する物語の素材や題材を見つける。 

第１１回 物語を創作する②（実際に創作し、下書きする） 
事前学習 どのような物語を創作するのか、考えてみる。 

事後学習 物語の創作と下書きを進める。 

第１２回 物語を創作する③（清書） 
事前学習 

授業内に一通りチェックする必要があるので、内容

をまとめておく。 

事後学習 助言された内容を確認し、文を推敲する。 

第１３回 物語の発表と総括 
事前学習 すらすらと、情感込めて読めるように練習する。 

事後学習 講義をとおして学習した内容をまとめる。 

課題研究 

１ 

第 1～6 回までの講義内容を踏まえ、表現について自身が感じたこと・考えたことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（1,440 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施 

提出期限と方法：第 7 回の授業の前日までに、メール添付にて送信すること。 

メールアドレス：taakatsu@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

事後学習：添削を受けたレポートの内容を整理し、残る回の授業にその内容を反映させる。 

課題研究 

２ 

第 8 回目以降の物語の創作及び表現の講義をとおし、学んだことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（約 1,440 字） 

実施時期：第 13 回の授業後に実施 

提出期限と方法：第 13 回の授業終了後、1 週間以内にメール添付にて提出すること。 

メールアドレス：上記 

事後学習：授業内容の要点をまとめる。 
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１．科目名（単位

数） 
病弱教育Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3450 

SCMP3450 

SBMP3450 ２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 

講義・演習 

講義による基礎理論の習得に基づき、グループ討議等のアクティブ

ラーニングにより、履習者同士の実践的な学び合いを重視します。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
病弱教育Ⅱの前に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

「病弱教育」は特別支援学校のみならず通常の学校でも行われている。病気の程度・種類・経過によって教

育の場も形態も変化し、対象となる状態も、重症心身障害、知的障害や肢体不自由に合併する病気、小児慢

性特定疾病、通常学級でみられるアレルギー疾患やてんかんなど多岐にわたる。最近では医療の進歩に伴い

医療的ケアの必要な子どもの就学と学習保障においても医療・福祉と連携した対応が必要とされている。本

科目ではこれらに幅広く目を向け、教師として対応ができる資質を培っていく。 

８．学習目標 

以下に関して学習し理解を深め、指導実践力を高める。 

１．病弱教育の対象、場所、制度などの現状を知り、説明できる。 

２．病弱教育で求められる支援の概要を理解でき、説明できる。 

３．病気の子どもの心理についての理解を深め、個に応じた指導の在り方を考えられる。 

４．各病態に応じた支援のあり方、配慮点について学び、説明できる。 

５．教育と医療との連携の必要性を理解し、教員の役割を説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

適宜、レポート課題及び小テストを実施します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】使用しません。配布プリントにより講義･演習を行ないます。 

【参考書】全国特別支援学校病弱教育校長会編、 

『特別支援学校の学習指導要領を踏まえた病気の子どものガイドブック』ジアース教育新社。 

『特別支援学校学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

1. グループワークにおけるレポート課題の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

2. 分かりやすい表現方法や具体的かつ論理的な文章作成力が身に付いたか。 

〇評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

1. 授業への積極的                  総合点の４０% 

2. まとめの課題（テスト・レポート・発表などを含む） 総合点の６０% 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

病弱教育の対象は多岐に渡り、いわゆる慢性疾患のみならず。知的障害や発達障害、肢体不自由など、合併

する障害も様々です。入院している子どもだけでなく、入院・治療を繰り返しながら、通常の学級に通う子

どももいるため、様々な授業形態が考えられます。しかし、どの子どもも治る力、学ぶ力をもっています。

笑顔で安心して通える学校を目指して、病弱教育についての理解を深めていきましょう。 

13．オフィスアワー 1 回目の講義でお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

病気の子どもを取り巻く現状 

事前学習 
「病気」とは何か、自分の考えを説明できる

ようにしておく。 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく。 

第２回 病弱教育の場と対象 
事前学習 

Web 等で様々な形態の医療機関を調べてお

く。 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく。 

第３回 病気の子どもが教育をうけるための手続きと関係法令 
事前学習 

学校教育法施行令第 22 条の 3 について調べ

ておく。 

事後学習 関係法令をノートに書き留めておく。 

第４回 学習指導要領を踏まえた指導 
事前学習 

特別支援学校学習指導要領解説 総則編（幼

稚部・小学部・中学部）を読んでおく。 

事後学習 「解説」の指摘部分に線を引いておく。 

第 5回 様々な指導事例① －特別支援学校編－ 
事前学習 

インクル DBに掲載されている病弱特別支援

学校の指導事例に目を通しておく 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく。 

第６回 様々な指導事例② －通常の小・中学校編－ 
事前学習 

インクル DBに掲載されている通常の学校の

病弱児の指導事例に目を通しておく 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく。 

第７回 様々な指導事例③ －訪問教育編－ 
事前学習 

インクル DBに掲載されている訪問教育の指

導事例に目を通しておく 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく。 

第８回 
病気の状態に応じた配慮（1） 

小児慢性特定疾患① 白血病 

事前学習 
NISE Health Center 病類別支援冊子「白

血病」を読んでおく 

事後学習 「白血病」についての知識を整理しておく 



 

 

第９回 
病気に応じた配慮（2） 

 小児慢性特定疾患② 糖尿病 

事前学習 
「NISE Health Center 病類別支援冊子

「糖尿病」を読んでおく 

事後学習 「糖尿病」についての知識を整理しておく 

第１０回 
病気に応じた配慮（4） 

重症心身障害 

事前学習 「重症心身障害」について調べておく 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく 

第１１回 
病気に応じた配慮（5） 

不登校・心の病 

事前学習 不登校の定義について調べておく 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく 

第１２回 ICT を活用した授業 

事前学習 「ICT」の言葉の意味を調べておく 

事後学習 
「ICT」に関連してどのような教材があるか

整理しておく 

第１３回 まとめ 
事前学習 

これまでに配布したレジュメに目を通し、持

参する 

事後学習 レジュメを振り返り期末試験の準備をする 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：病弱教育における「合理的配慮」について指導事例（インクル DB）をもとにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1枚（1200 字程度） 

実施時期：第 7回授業後に実施する。 

提出期限：第 8回授業開始時に提出する。提出後、添削、質疑、意見交換を第 10回の授業の中で行う。 

事後学習：レポート作成と添削、質疑、意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：病気教育において共通する配慮事項をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1枚（1200 字程度） 

実施時期：第 11 回授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回授業開始時に提出する。提出後、解説、質疑、意見交換を第 13回の授業の中で行う。 

事後学習：レポート作成と解説、質疑、意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
病弱教育総論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3456 

SCMP3456 

SBMP3456 ２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 

講義・演習 

講義による基礎理論の習得に基づき、グループ討議等のアクティブ

ラーニングにより、履習者同士の実践的な学び合いを重視します。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

知的障害特別支援学校数は増加傾向にある。対して、病弱教育特別支援学校数は微減に転じている。しか
しそれは単に長期入院しながら院内学級や特別支援学校に通う子どもたちが減ったことだけが理由であり、

病虚弱児自体が減少しているわけではない。むしろ総数は増える傾向にあり、また子どもたちが抱える病気
の種類も多様になっている。本講座では「病気の子どもたちに対する教育」の概念から学校における指導、
支援に至るまでを系統的に取組み、病弱教育における指導・支援の在り方を学び、指導実践力を兼ね備えた

教員をめざす。 

８．学習目標 

以下に関して学習し理解を深め、指導実践力を高める。 
１．病弱教育の概念についての理解を深め、「病気の子ども」の実態把握ができるようになる。 

２．「病気の子ども」の教育の課題、教育課程等について理解を深め、学習活動を考えられるようになる。 
３．「病気の子ども」の抱える疾病状況･配慮事項等を理解し、個に応じた指導内容･方法を考えられるよう

になる。 

４．病弱教育の今後の課題及び方向性を考え、病弱教育の在り方等を考え、発表できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業ごとにまとめのレポートを提出します。 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】国立特別支援教育総合研究所 病弱教育小冊子「病気の子どもの理解のために」 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

1. グループワークにおけるレポート課題の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

2. 分かりやすい表現方法や具体的かつ論理的な文章作成力が身に付いたか。 

〇評定の方法 

1. 授業への積極的参加             総合点の４０% 

2. テスト・レポート・発表などの活動      総合点の６０% 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

病弱教育特別支援学校の設置数は他の校種と比べて少ないですが、病弱教育を受ける子どもは通常の学校や

他障害種の特別支援学校にも数多く通っています。主症状となる慢性疾患のみならず、しばしば合併する心

身症への対応、また、さまざまな家庭の事情、兄弟姉妹への配慮など、教師に必要とされる専門性の幅は広

いです。対象児童生徒の自己肯定感を高め、生への希望を持たせることが病気への抵抗力を培い、早期の治

癒や寛解（病状が一時的に安定すること）を可能にするといわれています。その心構えもしっかり学んでい

きましょう。 

13．オフィスアワー 1 回目の講義でお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

病弱、虚弱とは 

事前学習 病弱・病虚弱の定義を振り返る 

事後学習 学校教育法施行令第 22条の３の別表で確認しておく 

第２回 関連法令と学習指導要領 
事前学習 

学校教育法施行令や特別支援学校学習指導要領で「病弱者」の項目を調べて

おく 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく 

第３回 
病気の子どもの生活を支

える福祉について 

事前学習 病気の子どもを支える福祉の制度について調べておく 

事後学習 レジュメを振り返り、整理しておく 

第４回 血友病 
事前学習 NISE Health Center 病類別支援冊子「血友病」を読んでおく 

事後学習 「血友病」についての知識を整理しておく 

第５回 喘息・アレルギー 
事前学習 NISE Health Center 病類別支援冊子「血友病」を読んでおく 

事後学習 「」についての知識を整理しておく 

第６回 てんかん 
事前学習 NISE Health Center 病類別支援冊子「てんかん」を読んでおく 

事後学習 「てんかん」についての知識を整理しておく 

第７回 ムコ多糖症 
事前学習 NISE Health Center 病類別支援冊子「ムコ多糖症」を読んでおく 

事後学習 「ムコ多糖症」についての知識を整理しておく 

第８回 肥満 
事前学習 NISE Health Center 病類別支援冊子「肥満」を読んでおく 

事後学習 「肥満」についての知識を整理しておく 

第９回 脳腫瘍 
事前学習 NISE Health Center 病類別支援冊子「脳腫瘍」を読んでおく 

事後学習 「脳腫瘍」についての知識を整理しておく 

第１０回 もやもや病 
事前学習 NISE Health Center 病類別支援冊子「もやもや病」を読んでおく 

事後学習 「もやもや病」についての知識を整理しておく 

第１１回 ペルテス病 
事前学習 NISE Health Center 病類別支援冊子「ペルテス病」を読んでおく 

事後学習 「ペルテス病」についての知識を整理しておく 

第１２回 心の病 事前学習 
NISE Health Center 病弱教育支援冊子「病気の子どもの理解のために 

第 2巻「ここの病編」を読んでおく 



 

 

事後学習 「心の病」についての知識を整理しておく 

第１３回 まとめ 
事前学習 これまでの学習でわからなかった部分を特定し、授業で質問する。 

事後学習 レジュメを振り返っておく 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：地元の病弱特別支援学校について調べ、一つの学校を選び、HP 等から以下の内容をレポートにまと

めなさい。（①学校名、②所在地、③学部・学級構成、④生徒数・教員数、⑤学校目標、⑥医療との関係、⑦対象疾患、

⑧施設関係、⑨支援体制、⑩そのほかの情報（学校のトピック）⑪発見したことなど） 

レポート形式：A4 用紙 1枚（1200 字程度） 

実施時期：第 3回授業後に実施する。 

提出期限：第 6回授業開始時に提出する。提出後、添削指導し、返却する。 

事後学習：レポート作成と添削で学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：配布資料等から、現代トピックである「不登校」もしくは「拒食症」についての指導上の配慮事項等

についてまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1枚（1440 字程度） 

実施時期：第 12 回授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回授業開始時に提出する。提出後、添削指導し、返却する。 

事後学習：レポート作成と添削で学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
病弱者の心理・生理・病理 （2単位） 

３．科目番号 
SSMP3446 

SCMP3446 

SBMP3446 ２．授業担当教員 工藤 傑史 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

小児慢性特定疾患（悪性新生物、喘息など難治性の呼吸器系疾患、ネフローゼ症候群などの内臓系疾患、血友

病などの血液・リンパ系疾患、筋ジストロフィーなどの神経疾患）を中心に、医療職との連携・協力において

必要な倫理観や社会的責任感、各疾患の生理・病理、病気の子どもの心理特性、家族の生活や心情、学校生活

での配慮事項など、院内学級や訪問教育に携わる教師に求められる基礎的知識や共感的態度について、講義や

演習を行なう。 

８．学習目標 

【期待される効果】長期の療養を伴い完治の難しい慢性疾患とともに生きる児童生徒や家族の心情を思いやる

心や、病院等で医療チームと連携・協力する際の基礎知識及び倫理観・責任感が身につく。また、児童生徒が

退院して地域の学校に帰った場合にも、学校や保護者と必要な配慮事項を協議できる等のコミュニケーション

能力が身につく。 

① 子どもの発達や子育てについての基礎知識を得る。 

② 病気の子どもや病気の子どもを育てる家族への心理特性を知る。 

③ 病気の子どもに関わる専門職の役割や、連携・協働のための知識を得る。 

④ 病気の子どもが地域の学校に戻った時に必要な学校側の配慮点を知る。 

⑤ 病気の子どもをとりまく地域行政や医療制度について知る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（今年度は課題研究１．２で行います。） 

＊評価は、①書式や期日を守ったか ②簡潔に書けたか（簡潔でわかりやすい文章を書くことは教員に必要な

スキル）、③積極的に他の文献を参考にして学んだか を基準とし、量ではなく質で評価します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】使用しません。資料を配布します。【参考書】谷川弘治・駒松仁子・松浦和代・夏路瑞穂編『病気の

子どもの心理社会的支援入門』ナカニシヤ出版、2009。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

1. グループワークにおけるレポート課題の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

2. 分かりやすい表現方法や具体的かつ論理的な文章作成力が身に付いたか。 

〇評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

1. まとめテスト            総合点の５０％ 

2. 自己学習カード、もしくは小テスト  総合点の３０％ 

3. グループ討議における参加度     総合点の２０％ 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

病気の子どもには病気の症状に加え、年齢や発達段階、家庭や学校の生活を背景としたニーズがあります。病

気に関する知識だけでなく、病児がどんな生活を送るのかを生涯にわたる視点で考えてください。生理・病理

は皆さんが調べて発表していただきます。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

小児医療における心理社会的支援サービス

の理念 

事前学習 「心理社会的支援サービス」とは何か調べておく。 

事後学習 
小児医療で期待される「心理社会的支援サービス」とは

何か調べておく。 

第２回 子どもの発育と子育て 
事前学習 

病気の有無にかかわらず、乳幼児期に育てておきたいス

キルとは何か考えておく。 

事後学習 上記について説明できるようにしておく。 

第３回 病気の子どもの理解 

事前学習 「病弱・病虚弱」の定義を調べておく。 

事後学習 
病気について説明する場合、各年齢段階でどのような配

慮が必要か説明できるようにしておく。 

第４回 病気の子どものトータルケア 
事前学習 

長期入院児に特に不足しがちな環境とは何か考えてお

く。 

事後学習 上記について教師の立場で何ができるかまとめておく。 

第５回 病気の子どもの心理社会的支援サービス 
事前学習 医療が教師に求めるものとは何か考えておく。 

事後学習 上記について教師の立場で何ができるかまとめておく。 

第６回 
主な病気の病理と心理① 

－白血病・心臓病・腎臓病など－ 

事前学習 
「白血病」の症状、治療法、学校教育での配慮事項とは何

か調べておく。 

事後学習 
入院中と地域の学校に戻ったときとに分けて、配慮事項

を整理しておく。 

第７回 専門職の役割 
事前学習 

病気の子どもに関わる専門職の仕事とは何か調べてお

く。 

事後学習 医療現場における教師の専門性とは何か調べておく。 

第８回 
医療現場で働くための共通の基礎知識と技

術 

事前学習 インフォームドコンセントとは何か調べておく。 

事後学習 ヒヤリ・ハットとは何か調べておく。 

  



 

 

第９回 医療と教育の連携 

事前学習 
医療現場で行う学校行事にはどのようなものがあるか調

べておく。 

事後学習 
療現場で学校行事を行う際の配慮事項についてまとめて

おく。 

第１０回 病気の子どものいる家庭と暮らし 
事前学習 事前に示された事例を読んでおく。 

事後学習 事例に対する配慮事項をまとめておく。 

第１１回 事例に基づいて（家庭支援） 
事前学習 事前に示された事例を読んでおく。 

事後学習 事例に対する配慮事項をまとめておく。 

第１２回 事例に基づいて（ターミナルケア） 
事前学習 

各種疾患の病理、治療法、学校での配慮事項を整理して

おく。 

事後学習 わからなかった部分を確認しておく。 

第１３回 
病院内で教育活動を行う際の配慮事項（まと

め） 

事前学習 
医療現場で教育活動を行う際の配慮事項についてまとめ

ておく。 

事後学習 個人情報の保護について再度確認する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：事前配布資料等をもとに「糖尿病」について以下の事項をまとめなさい。①疾患の原因・症状 ②治療

法 ③予後 ④学校生活で必要な配慮事項 ⑤参考文献 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 8回授業後に実施する。 

提出期限：第 9回授業開始時に提出する。解説、質疑、意見交換を第 10回の授業の中で行う。 

事後学習：レポート作成と解説、質疑、意見交換で学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：事前配布資料をもとに病弱児の家庭への支援についてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 11回授業後に実施する。 

提出期限：第 12回授業開始時に提出する。解説、質疑、意見交換を第 13回の授業の中で行う。 

事後学習：レポート作成と解説、質疑、意見交換で学んだことをまとめる。 

期末試験 
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１．科目名（単位数） 福祉事業所経営管理論Ⅰ （2 単位） 
３．科目番号 

SSMP3312 

SCMP3312 

SBMP3119 ２．授業担当教員 平 仁 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

 

７．講義概要 

現在、わが国では介護保険事業、障害者総合支援事業において、福祉サービスの利用者による事業所選択
および事業者と利用者の利用計画の仕組みが実施され、必要経費は利用者の負担金と行政による利用料補助
額によって賄われている。また、社会福祉法人、営利法人（株式会社等）及びＮＰＯ法人等の多様な民間組
織も参入が認められ、福祉サービスの提供主体が多元化し、主体的管理運営がもとめられている。そのため、
経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、福祉サービスの供給体制の整備および充実を図る
ことが必要とされる。すなわち、社会福祉事業の公共性と事業主体のあり方が問われる状態にある。 
そのために、適正、効果的な事業所経営のためには、施設長をはじめとする管理者、相談援助活動に専門

的に従事する社会福祉士等は、福祉事業所やサービス提供に関する経営管理の組織構造、効率的なサービス
供給と運営の実際等経営論についての基礎知識も身に着けることが必要である。 
本講座では、講義科目として一般的知識の習得を図り、秋期に開講する「福祉事業所経営管理論Ⅱ」への

橋渡しを行う。 

８．学習目標 

講義科目として、以下の一般的知識の習得を図る。 
１．福祉事業所の組織論、行政機関および多種専門機関との関連 
２．福祉事業所経営における利用者へのサービス提供管理、情報管理 
３．福祉事業所の財務・人事・労務管理、および専門的職能向上のための方策 
４．福祉事業所経営者、管理者の経営上の問題解決の意思決定の方法 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

アサインメントは課さない 
期末レポート課題は追って授業内で発表する 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
浦野正男編『社会福祉施設経営管理論 2020』全国社会福祉協議会 2020年（改訂 11版） 
（ただし、シラバスの事前学習については同 2019年版（改訂 10版）を利用している。） 
【参考書】 
宇山勝儀・船水浩行編『福祉事務所運営論〔第 4版〕』ミネルヴァ書房 2016年 
宇山勝儀・小林理編『社会福祉事業経営論』光生館 2011年 
宇山勝儀編『社会福祉施設経営論』光生館 2005年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 社会福祉事業の経営に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２ 社会福祉事業の経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 
授業への積極的参加度    40％ 

レポート          60％ 

12．受講生への 
メッセージ 

社会福祉士資格の取得を目指す皆さんには、その最終的な目標の１つとして自分が思い描く理想的な福祉
施設を築くことを挙げる方もいらっしゃると思います。しかし、多くの皆さんは、福祉の現場で活躍するた
めに、社会福祉士になるための勉強はしていても、施設長や施設経営者になった際に必要となる経営学につ
いてまでは、中々手が回らないのが実情であろうと思います。この講座は、そのような皆さんに対し、社会
福祉事業所の経営・管理に焦点を絞って経営学の知識を提供するものになります。春期の本講座は経営学の
基礎知識の習得に焦点を当てるため、テキストベースの座学が中心になります。しっかり復習をして実践編
となるⅡにつなげ、将来の夢の実現に向けての準備を進めて頂きたく思います。 

13．オフィスアワー 別途、通知します。 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 
社会福祉法人と社会福祉施設 

事前学習 テキスト pp.2～69を読んでくること。 

事後学習 社会福祉事業の経営環境の変化を理解する。 

第２回 社会福祉法人・施設の経営管理 
事前学習 テキスト pp.72～99を読んでくること。 

事後学習 ＳＷＯＴ分析の仕組みを理解する。 

第３回 問題解決とモチベーション 
事前学習 テキスト pp.107～128を読んでくること。 

事後学習 問題解決とモチベーションの関係について理解する。 

第４回 組織におけるリーダーシップ 
事前学習 テキスト pp.129～139を読んでくること。 

事後学習 リーダーシップの役割と機能について理解する。 

第５回 福祉サービスの品質マネジメント 

事前学習 テキスト pp.142～159を読んでくること。 

事後学習 
マーケティングの要素としての 4つのＰと 3つのＰを理解
する。 

第６回 リスクマネジメントとサービス管理 
事前学習 テキスト pp.163～191を読んでくること。 

事後学習 リスクマネジメントについて理解する。 

第７回 第三者評価と権利擁護 

事前学習 テキスト pp.197～228を読んでくること。 

事後学習 
福祉サービスの評価のあり方や、社会福祉施設における権
利擁護のあり方について理解する。 

第８回 社会福祉法人・施設の人事管理 

事前学習 テキスト pp.236～266を読んでくること。 

事後学習 
新しい働き方改革に即した人事管理のあり方について考え

る。 

第９回 社会福祉法人・施設における職員研修 
事前学習 テキスト pp.267～282を読んでくること。 

事後学習 ＯＪＴとＯffＪＴについて理解する。 

第１０回 福祉施設の労務管理 
事前学習 テキスト pp.292～316を読んでくること。 

事後学習 日本における労働法制のあり方について理解する。 

第１１回 社会福祉施設の会計管理と財務管理 
事前学習 テキスト pp.318～340を読んでくること。 

事後学習 社会福祉法人会計について理解する。 



 

 

 

第１２回 利用者情報の保護と公益通報、広報活動 
事前学習 テキスト pp.350～375を読んでくること。 

事後学習 プライバシー権と情報管理の重要性について理解する。 

第１3回 社会福祉施設の整備、維持管理、福祉用具 
事前学習 テキスト pp.384～427を読んでくること。 

事後学習 社会福祉施設の建物・設備の整備、維持管理を理解する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 5回の授業の内容を踏まえ、福祉業界におけるマーケティングの活用のあり方について、
自分の言葉でレポートしなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚程度（1400文字程度） 

実施時期：第 5回授業の後に実施する。 
提出期限：第 6回授業の終了後に教室で回収する。 
事後学習：第 7回授業で行うコメントを踏まえ、自分の考えを整理しておく。 

課題研究
２ 

課題研究テーマ：第 8 回～第 10 回の授業の内容を踏まえ、福祉業界における人材育成のあり方について、自分の言葉
でレポートしなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度（1400文字程度） 
実施時期：第 10回授業の後に実施する。 
提出時期：第 11回授業の終了後に教室で回収する。 

事後学習：第 12回授業で行うコメントを踏まえ、自分の考えを整理しておく。 

  



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1130 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 
テキストを輪読し、その内容について教員による解説を加え、必要
に応じ、受講生によるディスカッションを行う。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉分野と経営分野は別々に発展した学問領域ではあるが、実は密接な関係性がある。社会福祉事業

が機能するためには適切なマネジメントが図られる必要があるからだ。つまり、営利を目的としない福祉の

現場においても、社会福祉施設が適切に運営されていくためには、適切なマネジメントが行われることが必

要である。それだけではなく、一般企業においても、従業員の福利厚生やメンタルヘルスの向上の視点から、

福祉マインドを持ったスタッフが求められ始めている。 

そこで、本講座では、適宜補足レジュメ等を用いながら、まず福祉マインドの醸成を目的としてまずは介

護業界に絞って福祉における経営課題を学び、それぞれの解決策について考える。 

８．学習目標 

・福祉(介護)業界の実態を理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界における経営課題について理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界が取るべき経営戦略のあり方を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは特に課さないが、13回の講義の中では各講義内容と関連した演習問題か小テストを課す。 
また第 6回、第 10回の講義の際に課題研究を課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療
企画、2014。 
【参考書】 
野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 
社会福祉士養成講座編集委員会編『新社会福祉士養成講座 11 福祉サービスの組織と経営（第５版）』中央法
規、2017。 
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉（第１０版）』ミネルヴァ書房（社会福祉入門テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読や小テストを通じて、福祉業界について理解できたかどうか 

２．レポートを通じて、福祉業界における経営課題について理解し、取るべき経営戦略を考えることができ

ているか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度     ４０％ 

レポート           ３０％ 

小テスト（毎回冒頭１０分）  ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してもらう。班別にリ
ーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなう。なお授業中にスマホ、私語、居眠りの多

い者は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による厳重な監督下におく。 
２．第６回目、第１０回目の講義の際に課題研究を出題する。提出されたレポートは後日発表してもらう予

定。  

３．将来、福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、
という意気込みで講義や演習に臨んでほしい。 

４．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、自

分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニング
の場と考えること。 

５．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問すること。 
６．期末課題レポートについては後日お知らせします。 

13．オフィスアワー 別途、通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション、介護経営の基礎知識① 
事前学習 テキスト pp.9～15を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度の基本理念を確認する。 

第２回 介護経営の基礎知識② 
事前学習 テキスト pp.16～24を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度のしくみを理解する。 

第３回 介護経営の「人」 
事前学習 テキスト pp.26～32を読んでくること。 

事後学習 福祉業界で求められる「ヒト」を理解する。 

第４回 介護経営の「もの（サービス）」① 介護保険 
事前学習 テキスト pp.33～46を読んでくること。 

事後学習 介護保険サービスについて理解する。 

第５回 介護経営の「もの（サービス）」② コンプライアンス等 
事前学習 テキスト pp.47～55を読んでくること。 

事後学習 
福祉業界におけるコンプライアンス・第三者評
価制度等を理解する。 

第６回 
介護経営の「金」 
課題研究１の出題 

事前学習 テキスト pp.56～67を読んでくること。 

事後学習 福祉業界の収益構造を理解する。 

  



 

 

第７回 介護経営の戦略１ 人材確保 
事前学習 テキスト pp.70～74を読んでくること。 

事後学習 
戦略的人材確保策として、ＡＩＳＡＳ分析につ
いて理解する。 

第８回 介護経営の戦略２ 人材定着 
事前学習 テキスト pp.75～82を読んでくること。 

事後学習 
従業員満足、顧客満足、会社満足のバランスに
ついて理解する。 

第９回 介護経営の戦略３ リーダーシップ 
事前学習 テキスト pp.86～92を読んでくること。 

事後学習 
授業で紹介したさまざまなリーダーシップ理
論について理解する。 

第１０回 
介護経営の戦略４ サービスの質の平準化 
課題研究２の出題 

事前学習 テキスト pp.93～104を読んでくること。 

事後学習 
「サービスの質の平準化」と「サービスの内容
の平準化」の違いを理解する。 

第１１回 介護経営の戦略５ 支出削減 

事前学習 テキスト pp.109～116を読んでくること。 

事後学習 
サービスの種類別のコスト構造の違いを理解
する。 

第１２回 
介護経営の戦略６ 労働効率 

 

事前学習 テキスト pp.117～120を読んでくること。 

事後学習 本授業で学んだ労働効率について理解する。 

第１３回 
最後のまとめ 

演習（課題研究２の発表と討論など） 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 
第１０回で出題された課題研究２の発表準備。 

事後学習 
福祉サービスの経営に関し自分なりの知見が
持てたか振り返る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回目～第 6 回の講義内容を踏まえて、レポートにまとめる。課題は第 6 回目の授業の際に発表

する。 

レポート形式：A4 用紙 1-2 枚 1000 字程度 

実施時期：第 6 回の授業後に課題を発表するので各自で作成すること。 

提出期限：第 7 回の授業日の前日までに、中野研究室に提出する。 

     提出後、中野で添削・評価等をおこなったうえ第 8 回目の授業で、発表、講評、質疑応答、意見交換などを

おこなう。 

事後学習：レポート作成と討論・質疑応答などを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 1 回目～第 10 回の講義内容を踏まえて、レポートにまとめる。課題は第 10 回目の授業の際に発

表する。 

レポート形式：A4 用紙 1-2 枚 1000 字程度 

実施時期：第 10 回の授業後に課題を発表するので各自で作成すること。 

提出期限：第 12 回の授業日の前日までに、中野研究室に提出する。 

     提出後、中野で添削・評価等をおこなったうえ第 13 回目の授業で、討論・とりまとめ、全体発表、講評、

質疑応答、意見交換などをおこなう。 

事後学習：レポート作成と演習での討論・質疑応答などを通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
文章表現 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1107 

２．授業担当教員 宮田 繁幸 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授

業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現

法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、

論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社

会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポート課題 

 身の回りで起きている問題や関心のある社会問題について、自分で課題（テーマ）を設定し、講義の内容

を踏まえてレポートを作成する。 

 ※レポートは2000字程度とし、第12回の授業で発表し提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

河野哲也著『レポート・論文の書き方入門（第４版）』慶応義塾大学出版会、2012。 

【参考書】 

大島弥生、池田玲子、大場理恵子、加納なおみ、高橋淑郎、岩田夏穂、著 

『ピアで学ぶ大学生の日本語表現第 2版―プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房、2014。 

※必要に応じて、授業内でプリントを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業中は私語を慎み、携帯電話・スマートフォンの電源を切って参加すること。 

２．レポートや課題の提出期限を遵守すること。 

３．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けること。 

本科目では、学生同士のグループ討議による学び合いを中心に授業を進める。異なる考えに触れることで、

個々人の思考の深化や視野の拡大につながることを期待する。そのため、事前学習での課題の取り組みが重

要である。多くの文章を読み、かつ多く文章を作成していくことを通じて、自分の考えを書き言葉で効果的

に表すトレーニングを積んでほしい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

科目のガイダンス（シラバス、授業の進め方、グループ

分け） 

「本授業に期待すること」を文章化する。 

事前学習 
本授業に期待することについて、考えをまと

めておく。 

事後学習 
教科書 pp.5~11 を読み、レポート・論文の基

礎事項をまとめる。 

第２回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第２章を基に、

テキスト批評の仕方を理解する。また、配布されたテキ

ストの要約をする。 

事前学習 教科書 pp.14~30 を読んでおく。 

事後学習 
テキスト批評の仕方について、整理してお

く。 

第３回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第３章を基に、

論文・レポートの要件と書き進める上での注意点につい

て理解する。 

事前学習 教科書 pp.32~39 を読んでおく。 

事後学習 
論文・レポートの要件と書く上での注意点を

整理しておく。 

第４回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第３章を基に、

論文の構成部分と順序、各部分で書く内容について理解

する。 

事前学習 教科書 pp.40~56 を読んでおく。 

事後学習 
論文の構成(内容を含む)・順序について整理

しておく。 

第５回 
配布したパラグラフ・ライティングに関する資料を基

に、パラグラフの構造について理解する。 

事前学習 
パラグラフに関する配布資料を読み、パラグ

ラフの構造について考えておく。 

事後学習 
検討の結果、文章構成において不十分であっ

た部分を確認し、修正する。 



 

 

第６回 
教科書『レポート・論文の書き方入門』の第３章を基に、

論証の仕方について理解する。 

事前学習 
教科書 pp.32~56 を読み、論文の要件と構成

について考えておく。 

事後学習 
説得力のある論述の仕方について、整理す

る。 

第７回 
アウトラインに関する配付資料を基に、文章を構造化す

るためのアウトライン作成について理解する。 

事前学習 
アウトラインに関する配付資料を読み、アウ

トラインのイメージを持っておく。 

事後学習 
文章構成の骨組となるアウトライン作成の

意義について整理する。 

第８回 
表記方法に関する配付資料を基に、分かりやすい文章を

書くための表記の仕方について理解する。 

事前学習 
分かりやすい文章にするための表記の仕方

について考えておく。 

事後学習 
読み手に分かりやすい表記の仕方について、

整理しておく。 

第９回 

与えられた課題①について、肯定派と否定派に分かれ、

自己の立場を主張するための文章をグループ単位で作

成する。 

事前学習 
一人一人がディベート用の文章を作成して

おく。 

事後学習 
グループで検討した最終の文章と自身の文

章を比較し、不足部分を確認する。 

第１０回 
肯定派、否定派双方の文章を読み、どちらに説得力があ

るか、根拠を伴って審査する。 

事前学習 ディベート用の文章を推敲しておく。 

事後学習 
より説得力をもつ文章の書き方について、整

理しておく。 

第１１回 

前回とは異なる課題②について、肯定派と否定派に分か

れ、自己の立場を主張するための文章をグループ単位で

作成する。 

事前学習 
一人一人がディベート用の文章を作成して

おく。 

事後学習 
グループで検討した最終の文章と自身の文

章を比較し、不足部分を確認する。 

第１２回 
肯定派、否定派双方の文章を読み、どちらに説得力があ

るか、根拠を伴って審査する。 

事前学習 ディベート用の文章を推敲しておく。 

事後学習 
グループで検討した最終の文章と自身の文

章を比較し、不足部分を確認する。 

第１３回 
自分でテーマ設定した課題レポートの発表とグループ

による検討。 

事前学習 
文章の推敲、話し方の工夫など、発表の準備

をする。 

事後学習 
レポートの検討課題を基に、これまでの学習

内容を振り返る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回の授業で配布し要約したテキストに関する批評文をレポートとしてまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙一枚 （1,200 字程度） 

実施時期：第 2 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 3 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 5 回授業終了後に教室で行う。 

     その後も課題研究に関して質問等がある場合は、授業時に受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめておく。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：「文章作成における本授業で得られた成果」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙一枚 （1,200 字程度） 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で行う。 

     その後も課題研究に関して質問等がある場合は、オフィスアワーに受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1130 

２．授業担当教員 岡田 高明 

４．授業形態 
テキストを輪読し、その内容について教員による解説を加え、必要
に応じ、受講生によるディスカッションを行う。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学、社会福祉経営論の併修が望ましい。 

７．講義概要 

社会福祉分野と経営分野は別々に発展した学問領域ではあるが、実は密接な関係性がある。社会福祉事業

が機能するためには適切なマネジメントが図られる必要があるからだ。つまり、営利を目的としない福祉の

現場においても、社会福祉施設が適切に運営されていくためには、適切なマネジメントが行われることが必

要である。それだけではなく、一般企業においても、従業員の福利厚生やメンタルヘルスの向上の視点から、

福祉マインドを持ったスタッフが求められ始めている。 

そこで、本講座では、適宜補足レジュメ等を用いながら、まず福祉マインドの醸成を目的としてまずは介

護業界に絞って福祉における経営課題を学び、それぞれの解決策について考える。 

８．学習目標 

・福祉(介護)業界の実態を理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界における経営課題について理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界が取るべき経営戦略のあり方を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは特に課さないが、15回の講義の中では各講義内容と関連した演習問題か小テストを課す。 
また第 12回の講義の際に期末レポートを課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療
企画、2014年。 
【参考書】 
吉沢正弘『企業とマネジメント』学文社、2018年。 
野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社、2019年。 
社会福祉士養成講座編集委員会編『新社会福祉士養成講座 11 福祉サービスの組織と経営（第５版）』中央法
規、2017年。 
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉（第１０版）』ミネルヴァ書房（社会福祉入門テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読や小テストを通じて、福祉業界について理解できたかどうか 

２．レポートを通じて、福祉業界における経営課題について理解し、取るべき経営戦略を考えることができ

ているか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度     ４０％ 

レポート           ３０％ 

小テスト（毎回冒頭１０分）  ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してもらう。班別にリ
ーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなう。なお授業中にスマホ、私語、居眠りの多

い者は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による厳重な監督下におく。 
２．第１２回目の講義の際に期末レポート課題を出題するが、提出期限はその際に知らせる。また提出され

たレポートは後日発表してもらう。  

３．将来、福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、
という意気込みで講義や演習に臨んでほしい。 

４．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、自

分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニング
の場と考えること。 

５．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問すること。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション、介護経営の基礎知識① 
事前学習 テキスト pp.9～15を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度の基本理念を確認する。 

第２回 介護経営の基礎知識② 
事前学習 テキスト pp.16～24を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度のしくみを理解する 

第３回 介護経営の「人」 
事前学習 テキスト pp.26～32を読んでくること。 

事後学習 福祉業界で求められる「ヒト」を理解する。 

第４回 介護経営の「もの（サービス）」① 介護保険 
事前学習 テキスト pp.33～46を読んでくること。 

事後学習 介護保険サービスについて理解する。 

第５回 
介護経営の「もの（サービス）」② コンプライアンス
等 

事前学習 テキスト pp.47～55を読んでくること。 

事後学習 
福祉業界におけるコンプライアンス・第三

者評価制度等を理解する。 

第６回 介護経営の「金」 
事前学習 テキスト pp.56～67を読んでくること。 

事後学習 福祉業界の収益構造を理解する。 

第７回 介護経営の戦略１ 人材確保 事前学習 テキスト pp.70～74を読んでくること。 



 

 

事後学習 
戦略的人材確保策として、ＡＩＳＡＳ分析

について理解する。 

第８回 介護経営の戦略２ 人材定着 

事前学習 テキスト pp.75～85を読んでくること。 

事後学習 
従業員満足、顧客満足、会社満足のバランス

について理解する。 

第９回 介護経営の戦略３ リーダーシップ 

事前学習 テキスト pp.86～92を読んでくること。 

事後学習 
授業で紹介したさまざまなリーダーシップ

理論について理解する。 

第１０回 介護経営の戦略４ サービスの質の平準化 

事前学習 テキスト pp.93～108を読んでくること。 

事後学習 
「サービスの質の平準化」と「サービスの内

容の平準化」の違いを理解する。 

第１１回 介護経営の戦略５ 支出削減 

事前学習 テキスト pp.109～116を読んでくること。 

事後学習 
サービスの種類別のコスト構造の違いを理

解する。 

第１２回 
介護経営の戦略６ 労働効率 
期末レポート課題の出題 

事前学習 テキスト pp.117～120を読んでくること。 

事後学習 
本授業で学んだ労働効率について理解す

る。 

第１３回 介護経営の戦略７ 営業活動 

事前学習 テキスト pp.121～132を読んでくること。 

事後学習 

営利企業に多い PUSH型営業とは異なる福祉

業界に多い COME IN 型営業について理解す

る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回〜第 10 回の講義内容を踏まえて、「介護保険制度の目的と内容、介護経営上の重要ポイン

ト」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙１枚（1,440 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業時に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：「これからの介護経営：変革する介護業界と、必要な取り組み等について理解する」 

実施時期：第 8 回の授業以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキスト pp.134～142を読んでくること。 

事後学習：授業での講義や議論の内容を整理しておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1130 

２．授業担当教員 松尾 仁 

４．授業形態 
テキストを輪読し、その内容について教員による解説を加え、必要
に応じ、受講生によるディスカッションを行う。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
社会福祉および経営学関連科目を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

社会福祉分野と経営分野は別々に発展した学問領域ではあるが、実は密接な関係性がある。社会福祉事業

が機能するためには適切なマネジメントが図られる必要があるからだ。つまり、営利を目的としない福祉の

現場においても、社会福祉施設が適切に運営されていくためには、適切なマネジメントが行われることが必

要である。それだけではなく、一般企業においても、従業員の福利厚生やメンタルヘルスの向上の視点から、

福祉マインドを持ったスタッフが求められ始めている。 

そこで、本講座では、適宜補足レジュメ等を用いながら、まず福祉マインドの醸成を目的としてまずは介

護業界に絞って福祉における経営課題を学び、それぞれの解決策について考える。 

８．学習目標 

・福祉(介護)業界の実態を理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界における経営課題について理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界が取るべき経営戦略のあり方を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

15回の授業の中で、各授業内容と関連した演習問題か小テストを課す。 
授業内容と関連したレポートを課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
馬場博監修・介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療
企画、2012年。 
【参考書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編『新社会福祉士養成講座 11 福祉サービスの組織と経営 第 5 版』中央法
規、2017年。 
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉〔第 11版〕』ミネルヴァ書房、2016年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読や小テストを通じて、福祉業界について理解できたかどうか 

２．レポートを通じて、福祉業界における経営課題について理解し、取るべき経営戦略を考えることができ

ているか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度     ４０％ 

レポート           ３０％ 

小テスト（毎回冒頭１０分）  ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

主体的に授業に参加し、福祉を経営の基礎的な理論と現状を学び、福祉と経営のさまざまな問題について漠

然とではなく論理的に考える力を身につけるよう心掛けていただきたい。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス/介護保険制度の創設 
事前学習 テキスト pp.9～15を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度の基本理念を確認する。 

第２回 介護保険制度のしくみ 
事前学習 テキスト pp.16～24を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度のしくみを理解する 

第３回 介護経営の「人」 
事前学習 テキスト pp.26～32を読んでくること。 

事後学習 福祉業界で求められる「ヒト」を理解する。 

第４回 介護経営の「もの（サービス）」 介護保険サービス 
事前学習 テキスト pp.33～46を読んでくること。 

事後学習 介護保険サービスについて理解する。 

第５回 介護経営の「金」 
事前学習 テキスト pp.56～67を読んでくること。 

事後学習 福祉業界の収益構造を理解する。 

第６回 介護経営の戦略１ 人材確保 

事前学習 テキスト pp.70～74を読んでくること。 

事後学習 
戦略的人材確保策として、AISAS分析につい

て理解する。 

第７回 介護経営の戦略２ 人材定着 

事前学習 テキスト pp.75～82を読んでくること。 

事後学習 
従業員満足、顧客満足、会社満足のバランス

について理解する。 

第８回 介護経営の戦略３ リーダーシップ 

事前学習 テキスト pp.86～92を読んでくること。 

事後学習 
授業で紹介したさまざまなリーダーシップ

理論について理解する。 

第９回 介護経営の戦略４ サービスの質の平準化 

事前学習 テキスト pp.93～104を読んでくること。 

事後学習 
「サービスの質の平準化」と「サービスの内

容の平準化」の違いを理解する。 

第１０回 介護経営の戦略６ 労働効率 事前学習 テキスト pp.117～120を読んでくること。 



 

 

事後学習 
本授業で学んだ労働効率について理解す

る。 

第１１回 介護経営の戦略７ 営業活動 

事前学習 テキスト pp.121～128を読んでくること。 

事後学習 

営利企業に多い PUSH型営業とは異なる福祉

業界に多い COME IN 型営業について理解す

る。 

第１２回 これからの介護経営 

事前学習 
テキスト pp.134～142を読んでくること。 
第 12回で出題されたレポートの提出準備。 

事後学習 
少子高齢化が進むこれからの日本における

社会保障政策の変化を理解する。 

第１３回 総括 

事前学習 これまでの授業内容を整理しておく 

事後学習 
福祉サービスの経営に関し自分なりの知見

が持てたか振り返る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回～第 4 回の講義内容を踏まえて、教科書の pp. 47～55 を読み、「介護経営のコンプライアン

ス、福祉サービスの第三者評価、介護サービスの情報の公表制度」についてレポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回の授業終了後に行う。 

引き続き質問がある場合は適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換から学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 5 回～第 9 回の講義内容を踏まえて、教科書の pp. 109～116 を読み、「介護経営の戦略５ 支出

削減」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回の授業終了後に行う。 

引き続き質問がある場合は適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換から学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1130 

２．授業担当教員 若杉英治 

４．授業形態 
テキストを輪読し、その内容について教員による解説を加え、必要
に応じ、受講生によるディスカッションを行う。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉分野と経営分野は別々に発展した学問領域ではあるが、実は密接な関係性がある。社会福祉事業

が機能するためには適切なマネジメントが図られる必要があるからだ。つまり、営利を目的としない福祉の

現場においても、社会福祉施設が適切に運営されていくためには、適切なマネジメントが行われることが必

要である。それだけではなく、一般企業においても、従業員の福利厚生やメンタルヘルスの向上の視点から、

福祉マインドを持ったスタッフが求められ始めている。 

そこで、本講座では、適宜補足レジュメ等を用いながら、まず福祉マインドの醸成を目的としてまずは介

護業界に絞って福祉における経営課題を学び、それぞれの解決策について考える。 

８．学習目標 

・福祉(介護)業界の実態を理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界における経営課題について理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界が取るべき経営戦略のあり方を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは特に課さないが、15回の講義の中では各講義内容と関連した演習問題か小テストを課す。 
また第 12回の講義の際に期末レポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療
企画、2014年。 
【参考書】 
野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 
社会福祉士養成講座編集委員会編『新社会福祉士養成講座 11 福祉サービスの組織と経営（第５版）』中央法
規、2017年。 
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉（第１０版）』ミネルヴァ書房（社会福祉入門テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読や小テストを通じて、福祉業界について理解できたかどうか 

２．レポートを通じて、福祉業界における経営課題について理解し、取るべき経営戦略を考えることができ

ているか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度     ４０％ 

レポート           ３０％ 

小テスト（毎回冒頭１０分）  ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してもらう。班別にリ
ーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなう。なお授業中にスマホ、私語、居眠りの多

い者は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による厳重な監督下におく。 
２．第１３回目の講義の際に期末レポート課題を出題するが、提出期限はその際に知らせる。 
３．将来、福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、

という意気込みで講義や演習に臨んでほしい。 
４．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、自

分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニング

の場と考えること。 

５．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問すること。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション、介護経営の基礎知識① 
事前学習 テキスト pp.9～15を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度の基本理念を確認する。 

第２回 介護経営の基礎知識② 
事前学習 テキスト pp.16～24を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度のしくみを理解する 

第３回 介護経営の「人」 
事前学習 テキスト pp.26～32を読んでくること。 

事後学習 福祉業界で求められる「ヒト」を理解する。 

第４回 介護経営の「もの（サービス）」① 介護保険 
事前学習 テキスト pp.33～46を読んでくること。 

事後学習 介護保険サービスについて理解する。 

第５回 
介護経営の「もの（サービス）」② コンプライアンス
等 

事前学習 テキスト pp.47～55を読んでくること。 

事後学習 
福祉業界におけるコンプライアンス・第三

者評価制度等を理解する。 

第６回 介護経営の「金」 
事前学習 テキスト pp.56～67を読んでくること。 

事後学習 福祉業界の収益構造を理解する。 

第７回 介護経営の戦略１ 人材確保 

事前学習 テキスト pp.70～74を読んでくること。 

事後学習 
戦略的人材確保策として、ＡＩＳＡＳ分析

について理解する。 



 

 

第８回 介護経営の戦略２ 人材定着 

事前学習 テキスト pp.75～82を読んでくること。 

事後学習 
従業員満足、顧客満足、会社満足のバラン

スについて理解する。 

第９回 介護経営の戦略３ リーダーシップ 

事前学習 テキスト pp.86～92を読んでくること。 

事後学習 
授業で紹介したさまざまなリーダーシップ

理論について理解する。 

第１０回 介護経営の戦略４ サービスの質の平準化 

事前学習 テキスト pp.93～104を読んでくること。 

事後学習 
「サービスの質の平準化」と「サービスの

内容の平準化」の違いを理解する。 

第１１回 
介護経営の戦略５ 支出削減 

介護経営の戦略６ 労働効率 

事前学習 テキスト pp.109～120を読んでくること。 

事後学習 
サービスの種類別のコスト構造の違いと労

働効率について理解する。 

第１２回 
介護経営の戦略７ 営業活動 
期末レポート課題の出題 

事前学習 テキスト pp.121～128を読んでくること。 

事後学習 

営利企業に多い PUSH型営業とは異なる福祉

業界に多い COME IN 型営業について理解す

る。 

第１３回 これからの介護経営 

事前学習 テキスト pp.134～142を読んでくること。 

事後学習 
少子高齢化が進むこれからの日本における

社会保障政策の変化を理解する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第５回の講義内容を踏まえて、「介護福祉サービスの種類と内容」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第５回の授業後に実施する。 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回～第９回の講義内容を踏まえて、「介護経営における人材の定着と育成」についてレポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1107 

２．授業担当教員 河村 明和 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特にありません。 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授

業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現

法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、

論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社

会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポート課題 

 身の回りで起きている問題や関心のある社会問題について、自分で課題（テーマ）を設定し、講義の内容

を踏まえてレポートを作成する。 

 ※レポートは2000字程度とし、第14回の授業で発表し提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

河野哲也『レポート・論文の書き方入門（第３版）』慶應義塾大学出版会、2002。 

※必要に応じて、授業内でプリントを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目では、学生同士のグループ討議による学び合いを中心に授業を進めます。自分とは違う考えに出

会うことで、一人一人がより思考を深めたり広げたりしていくことを期待しています。 

授業に有意義に楽しく参加するためにも、事前学習での課題の取り組みが重要です。たくさん書いて、た

くさん読んで、自分の考えを書き言葉で効果的に表すトレーニングをしていきましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
科目のガイダンス（シラバス、授業の進め方） 

「本授業に期待すること」を文章化する。 

事前学習 
本授業に期待することについて、考えをまとめてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.5~9 を読み、レポート・論文の基礎事項を

まとめる。 

第２回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第３章

を基に、論文・レポートの要件と書き進める上で

の注意点について理解する。 

事前学習 教科書 pp.32~39 を読んでくる。 

事後学習 
論文・レポートの要件と書く上での注意点を整理し

ておく。 

第３回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第３章

を基に、論文の構成部分と順序、各部分で書く内

容について理解する。 

事前学習 教科書 pp.40~53 を読んでくる。 

事後学習 
論文の構成(内容を含む)・順序について整理してお

く。 

第４回 
パラグラフ（段落）に関するパラグラフの構造に

ついて理解する。 

事前学習 
自分が読んできた文章のパラグラフのイメージを持

っておく。 

事後学習 パラグラフの構造について、整理しておく。 



 

 

第５回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第２章

を基に、テキスト批評の仕方を理解する。また、

前回の授業内容を踏まえ、テキストの要約をす

る。 

事前学習 教科書 pp.14~29 を読んでくる。 

事後学習 テキスト批評の仕方について、整理しておく。 

第６回 
前回の授業で要約したテキストに対する批評文

を発表し、検討する。 

事前学習 
前回の授業で要約したテキストについて、自身の批

評文を書いておく。 

事後学習 
検討の結果、文章構成において不十分であった部分

を確認し、修正する。 

第７回 
教科書『レポート・論文の書き方入門』の第３章

を基に、論証の仕方について理解する。 

事前学習 
結果や考察の部分を中心に論証に必要な要素を考え

てくる。 

事後学習 説得力のある論述の仕方について、整理する。 

第８回 
文章を構造化するためのアウトライン作成につ

いて理解する。 

事前学習 
アウトラインに関する配付資料を読み。アウトライ

ンのイメージを持っておく。 

事後学習 
文章構成の骨組となるアウトライン作成の意義につ

いて整理する。 

第９回 
表記方法に関して、分かりやすい文章を書くため

の表記の仕方について理解する。 

事前学習 

分かりやすい文章にするための表記の仕方につい

て、自分にとってわかりやすい文章はどのようなも

のかを考えてくる。 

事後学習 
読み手に分かりやすい表記の仕方について、整理し

ておく。 

第１０回 

与えられた課題について、肯定派と否定派に分か

れ、自己の立場を主張するための文章をグループ

単位で作成する。 

事前学習 一人一人がディベート用の文章を作成しておく。 

事後学習 
グループで検討した最終の文章と自身の文章を比較

し、不足部分を確認する。 

第１１回 
肯定派、否定派双方の文章を読み、どちらに説得

力があるか、根拠を伴って審査する。 

事前学習 ディベート用の文章を推敲しておく。 

事後学習 
より説得力をもつ文章の書き方について、整理して

おく。 

第１２回 

前回とは異なる課題について、肯定派と否定派に

分かれ、自己の立場を主張するための文章をグル

ープ単位で作成する。 

事前学習 一人一人がディベート用の文章を作成しておく。 

事後学習 
グループで検討した最終の文章と自身の文章を比較

し、不足部分を確認する。 

第１３回 
自分でテーマ設定した課題レポートの発表とグ

ループによる検討。 

事前学習 文章の推敲、話し方の工夫など、発表の準備をする。 

事後学習 
レポートの検討課題を基に、これまでの学習内容を

振り返る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回～第 9 回の講義内容を踏まえて、レポートの書き方を意識し、「ディベートで扱う各グループ

のテーマ」について、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行い、12 回の授業中にグループごとに検討を行う。 

事後学習：レポートの内容や添削や指導の内容を踏まえ、レポート作成能力の向上に活かせるように検討を行う。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：文章表現の授業の内容を踏まえて、「個人の興味関心のあるテーマ」について、レポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（2000 字程度） 

実施時期：第 13 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 13 回の授業実施後 2 週間以内に提出する。 

提出後、添削指導を行い、添削内容について質問がある場合は適宜指導を行う。 

事後学習：レポートを通じて文章表現について学んだことを改めて整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
文章表現 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1107 

GEBS1107 
２．授業担当教員 藤原 寿幸 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授

業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現

法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、

論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社

会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポート課題 

 身の回りで起きている問題や関心のある社会問題について、自分で課題（テーマ）を設定し、講義の内容

を踏まえてレポートを作成する。 

 ※レポートは2000字程度とし、第14回の授業で発表し提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

河野哲也著『レポート・論文の書き方入門（第４版）』慶応義塾大学出版会、2012。 

【参考書】 

大島弥生、池田玲子、大場理恵子、加納なおみ、高橋淑郎、岩田夏穂、著 

『ピアで学ぶ大学生の日本語表現第 2版―プロセス重視のレポート作成―』ひつじ書房、2014。 

※必要に応じて、授業内でプリントを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業中は私語を慎み、携帯電話・スマートフォンの電源を切って参加してください。 

２．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

３．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

この科目では、学生同士のグループ討議による学び合いを中心に授業を進めます。自分とは違う考えに出会

うことで、一人一人がより思考を深めたり広げたりしていくことを期待しています。 

授業に有意義に楽しく参加するためにも、事前学習での課題の取り組みが重要です。たくさん書いて、たく

さん読んで、自分の考えを書き言葉で効果的に表すトレーニングをしていきましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

科目のガイダンス（シラバス、授業の進め

方） 

「本授業に期待すること」を文章化する。 

事前学習 本授業に期待することについて、考えをまとめておく。 

事後学習 
教科書 pp.5~11 を読み、レポート・論文の基礎事項をまと

める。 

第２回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第

３章を基に、論文・レポートの要件と書き進

める上での注意点について理解する。 

事前学習 教科書 pp.32~39 を読んでおく。 

事後学習 論文・レポートの要件と書く上での注意点を整理しておく。 

第３回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第

３章を基に、論文の構成部分と順序、各部分

で書く内容について理解する。 

事前学習 教科書 pp.40~56 を読んでおく。 

事後学習 論文の構成(内容を含む)・順序について整理しておく。 

第４回 
パラグラフ（段落）に関する配布資料を基

に、パラグラフの構造について理解する。 

事前学習 
パラグラフに関する配布資料を読み、パラグラフの構造に

ついて考えておく。 

事後学習 パラグラフの構造について、整理しておく。 

第５回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第

２章を基に、テキスト批評の仕方を理解す

る。また、前回の授業内容を踏まえ、テキス

トの要約をする。 

事前学習 教科書 pp.14~30 を読んでおく。 

事後学習 テキスト批評の仕方について、整理しておく。 

  



 

 

第６回 
前回の授業で要約したテキストに対する批

評文を発表し、検討する。 

事前学習 
前回の授業で要約したテキストについて、自身の批評文を

書いておく。 

事後学習 
検討の結果、文章構成において不十分であった部分を確認

し、修正する。 

第７回 
教科書『レポート・論文の書き方入門』の第

３章を基に、論証の仕方について理解する。 

事前学習 
教科書 pp.32~56 を読み、論文の要件と構成について考え

ておく。 

事後学習 説得力のある論述の仕方について、整理する。 

第８回 

アウトラインに関する配付資料を基に、文

章を構造化するためのアウトライン作成に

ついて理解する。 

事前学習 
アウトラインに関する配付資料を読み、アウトラインのイ

メージを持っておく。 

事後学習 
文章構成の骨組となるアウトライン作成の意義について整

理する。 

第９回 

表記方法に関する配付資料を基に、分かり

やすい文章を書くための表記の仕方につい

て理解する。 

事前学習 
分かりやすい文章にするための表記の仕方について考えて

おく。 

事後学習 読み手に分かりやすい表記の仕方について、整理しておく。 

第１０回 
肯定派、否定派双方の文章を読み、どちらに

説得力があるか、根拠を伴って審査する。 

事前学習 ディベート用の文章を推敲しておく。 

事後学習 より説得力をもつ文章の書き方について、整理しておく。 

第１１回 
肯定派、否定派双方の文章を読み、どちらに

説得力があるか、根拠を伴って審査する。 

事前学習 ディベート用の文章を推敲しておく。 

事後学習 
グループで検討した最終の文章と自身の文章を比較し、不

足部分を確認する。 

第１２回 
自分でテーマ設定した課題レポートの発表

とグループによる検討。 

事前学習 文章の推敲、話し方の工夫など、発表の準備をする。 

事後学習 
レポートの検討課題を基に、これまでの学習内容を振り返

る。 

第１３回 

まとめ 

（本授業で期待していたこととその成果に

ついて文章化し、第 1 回の授業で書いた文

章と比較してみる。） 

事前学習 本授業の成果について、考えをまとめておく。 

事後学習 
自作の文章の比較を基に、これまでの学習内容を振り返り、

文章表現の方法を確認する。 

課題研究 1 

与えられた課題について、肯定派と否定派に分かれ、自己の立場を主張するための文章を作成する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（1000 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、互いのレポートを読み合い、感想を交流する。詳細については第 9 回の講義で説明する。 

事後学習：自分で書いたレポートを「説得力がある文章になっているか」という視点で推敲する。 

課題研究 2 

与えられた課題について、肯定派と否定派に分かれ、自己の立場を主張するための文章を作成する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（1000 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、互いのレポートを読み合い、感想を交流する。詳細については第 10 回の講義で説明する。 

事後学習：自分で書いたレポートを「説得力がある文章になっているか」という視点で推敲する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1107 

２．授業担当教員 皆吉 淳延 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授

業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現

法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、

論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社

会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１）学習課題に指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２）レポートを作成する。詳しい作成方法などについては、授業中に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

坂東実子『大学生のための文章表現練習帳』国書刊行会、2016（2018 初版第三刷）。 

【プリント教材】 

授業内でプリントを配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

自分の考えを文章で表現することの楽しさを知り、文章力向上を目指しましょう。 
以下の点には注意してください。 
１）欠席、遅刻、早退などせず、真面目に参加すること。 
２）提出物、宿題は必ず提出すること。 
３）ノートを一冊用意（表紙に氏名明記）すること。 
４）教科書、配付プリント、ノートは毎回必ず持参すること 

５）わからないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること 

13．オフィスアワー 初回の授業時に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

科目のガイダンス（シラバス、授業の進め方） 

自己紹介文を作成し、発表する。文章を論理的につなぐ

基本を学習する。 

事前学習 
自己紹介がなぜ必要か、考えをまとめてお

く。 

事後学習 作成した自己紹介文を見直す。 

第２回 
教科書『大学生のための文章表現練習帳』pp.12~19 を

解説する。常体・敬体の区別を学習する。 

事前学習 教科書 pp.12～15を読み、問題を解く。 

事後学習 
文章によって常体・敬体を使い分けるときの

注意点を整理しておく。 

第３回 

教科書『大学生のための文章表現練習帳』pp.24~33 を

解説する。客観・主観を意識する。論文の構成や段落の

わけ方を学習する。 

事前学習 教科書 p24、p30を読み、考えをまとめる。 

事後学習 
論文の構成・段落の分け方について整理して

おく。 

第４回 
話し言葉と書き言葉の違いを学習する。事実と意見の違

いを学習する。プリントを使用する。 

事前学習 
話し言葉と書き言葉を日常会話や普段読ん

でいる本から探してくる。 

事後学習 

プリントに示した代表的な話し言葉と書き

言葉を覚える。事実と意見に注意して文章を

書けるようにする。 

第５回 
段落に関する課題を解く。構成及び段落わけが身につい

たか確認する。 

事前学習 
論文の構成・段落のわけ方につて再度確認す

る。 

事後学習 
段落のわけ方をまとめた授業ノートを復習

する。 

第６回 
プレゼンテーションについて学習する。原稿の作り方、

口頭発表の仕方、非言語の役割について学習する。 

事前学習 
対話するときに、どこに注目しているか各自

考えてくる。 

事後学習 授業の復習をし、プレゼンの準備をする。 



 

 

第７回 広告文を作成し、プレゼンテーションを行う。 

事前学習 身近にある広告文を調べてくる。 

事後学習 
よりよいプレゼンをするためには、どこに注

意すればよいか、ふりかえる。 

第８回 

文章の要約の仕方と、教科書『大学生のための文章表現

練習帳』pp.36~47 を解説する。要約文と意見文につい

て学習する。わかりやすく相手に伝え、説得力がある文

章の書き方を学習する。 

事前学習 
高校生のときに学んだ小論文の書き方の復

習をしておく。 

事後学習 
要約文、意見文についての学習内容を復習す

る。 

第９回 

要約文と意見文の課題を出す。前回学習した内容をふま

えて書く。グループでディスカッションをしてから文章

作成に入る。 

事前学習 前回の学習内容を復習しておく。 

事後学習 
説得力がある文章が書けたかどうか自己点

検する。 

第１０回 
教科書『大学生のための文章表現練習帳』pp.84~89 を

解説する。敬語について学習する。 

事前学習 敬語を使う場面をまとめてくる 

事後学習 

敬語の機能と使い方について、復習する。メ

ールの書き方や場面における使い分けなど、

実生活で役立てられるようにする。 

第１１回 

教科書『大学生のための文章表現練習帳』pp.76~82 を

解説する。レポートの書き方及びデータや文献の示し方

について学習する。 

事前学習 データや文献の重要性について考えてくる。 

事後学習 
根拠となるデータや文献の示し方について

復習する。 

第１２回 文章読解。プリントを使用する。 

事前学習 
難解な文章に出会ったときの読み方につい

て考えてくる。 

事後学習 

筆者の主張のとらえかたなど、学習内容を復

習する。修正箇所に注意して、正確な文章を

書けるようにする。 

第１３回 文章の修正の仕方を学習する。プリントを使用する。 

事前学習 
今までの学習内容をふまえ、書き終えた文章

をチェックする箇所について考えてくる。 

事後学習 
修正箇所に注意して、正確な文章を書けるよ

うにする。 

課題研究 

1 

 

課題研究テーマ：第９回まで受講した結果、文章力がどのように変化していったか、その過程を文章で説明しなさい。 

レポート様式：A4用紙１枚（１０００字以上１２００字以内） 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に提出する。 

事後学習：第１１回の授業内で、提出レポートをもとに、書く上での重要ポイントについて説明する。 

     各自のレポートに教員がコメントをつけて返却する。 

 

課題研究 

2 

 

課題研究テーマ：今までの講義内容をふまえて、「年代別のひきこもり支援」についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙１枚（１０００字以上１２００字以内） 

実施時期：第１１回の授業後に実施する。 

提出期限：第１２回の授業開始時に提出する。 

事後学習：第１３回の授業内で、教員の指導のもと、よりよいレポートにするための工夫について意見交流する。 

     各自の提出レポートに教員がコメントをつけて返却する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
文章表現（留学生） （2単位） 

３．科目番号 
GEBS1107 

GELA1107 
２．授業担当教員 古田 高史・大上 忠幸・佐野 あゆみ 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション等  ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学の講義及びゼミでは、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授業では、大
学での学習、研究に必要な「書く」技術の基礎訓練を行う。したがって、目標とされるのは、文学的表現や美
文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な表現法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表

現の適切さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、論理の一貫性などに重点をおいて学習していく。 

特に、身近な問題や内外の諸問題、実際のレポート等を取り上げ、テーマを設定して書く活動やグループ
活動を取り入れながら、基礎的な文章表現力を磨いていく。 

８．学習目標 

１ レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し説明できるようになる。 

２ わかりやすい表現方法や明瞭且つ論理的な文章を作成する力量を身に付けることができるようになる。 

３ 定められたテーマで決められた時間、字数等の条件の中で文章を作成する技術と態度を身につけること
ができるようになる。 

４ 与えられたテーマについて、自分の考えを自分の言葉で書き、発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

１．「ふるさと」についての紹介文を作成する。 

２．「好きな商品」についての紹介文を作成する。 

３．将来の夢について作文する。 

10．教科書・参考
書・ 

教材 

荻原稚佳子・増田眞佐子・齊藤眞理子・伊藤とく美『日本語上級話者への道』スリーエーネットワーク、２０
０５。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、受講生が文章を書くことに取り組むきっかけを提供したい。アサイメント及びレポート

については、受講生の関心や状況に応じて、扱うテーマや分量などの調整を行う場合があるが、授業担当教

員の指示に従って取り組んでほしい。 

なお、受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退など（不必要な退出も含む）せず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

第 1課 自己紹介で好印象をあたえよう  

step1 やってみよう 1 自分を印象づけるような自己紹

介 

事前学習 教科書 pp.10‐11に取り組んでおく。 

事後学習 
自己紹介をして感じたことをまとめてみる。 

第２回 
第 1課 自己紹介で好印象をあたえよう  

step2 やってみよう 2 場面に応じた自己紹介 

事前学習 教科書 p.15に取り組んでおく。 

事後学習 
場面に応じた自己紹介の話題について整理

してみる。 

第３回 
第 2課 きっかけを語ろう 

step1 やってみよう 1 きっかけをはなしてみる 

事前学習 教科書 pp.18‐19に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.21を読み、適切な質問の仕方につい

て考えてみる。 

第４回 
第 3課 なくした体験を話そう 

step2 やってみよう 2 遺失物についてのロールプレイ 

事前学習 教科書 p.26に取り組んでおく。 

事後学習 
ロールプレイをして気づいたことを整理し

てみる。 

第５回 
第 4課 町の様子を話そう 

step1 やってみよう 1 ふるさとの紹介文の作成 

事前学習 教科書 pp.34‐35に取り組んでおく。 

事後学習 ふるさとの紹介文を清書する。 

第６回 
第 5課 動きの順序を説明しよう 

step2 やってみよう 2 「自転車の乗り方」の説明 

事前学習 教科書 p.42に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.46‐47を読み、「自転車の乗り方」

の説明に必要な表現を整理する。 

第７回 

第 6課 スポーツのおもしろさを伝えよう 

step2 やってみよう 2 スポーツについてディスカッシ

ョンしよう 

事前学習 教科書 p.50に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.53を読み、スポーツのおもしろさに

ついて考えてみる。 

第８回 第 7課 言いかえて説明しよう 事前学習 教科書 p.58に取り組んでおく。 



 

 

step2 やってみよう 3 物の名前をあてるゲーム 
事後学習 

教科書 p.61を読み、聞きやすい話し方につい

て整理してみる。 

第９回 
第 8課 比べて良さを伝えよう 

step1 やってみよう 1 商品についての紹介文の作成 

事前学習 教科書 p.64に取り組んでおく。 

事後学習 自分の好きな商品の紹介文を清書する。 

第１０回 
第 9課 ストーリーを話そう 

step2 やってみよう 2 4コマ漫画の説明 

事前学習 教科書 p.72に取り組んでおく。 

事後学習 
友達による 4コマ漫画の説明を聞いて気付い

たことを整理してみる。 

第１１回 

第 10課 最近の出来事を話そう 

step1 やってみよう 1 他の人の言葉を引用して最近の

出来事を紹介する 

事前学習 教科書 p.80に取り組んでおく。 

事後学習 
引用のルールについて、調べてみる。 

第１２回 
第 12課 将来の夢を語ろう 

step1 やってみよう 1 友だちに将来の夢を話そう 

事前学習 教科書 p.98に取り組んでおく。 

事後学習 
将来の夢を説明するために情報を収集して

おく。 

第１３回 

第 12課 将来の夢を語ろう 

step2 やってみよう 2 将来の夢の背景やきっかけを説

明する 

事前学習 教科書 p.99に取り組んでおく。 

事後学習 
第１２回・第１３回授業を踏まえて、将来の

夢について、作文する。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：第５回講義で学習した「町の様子」の「紹介」という視点から、「ふるさとの紹介文」を作成し、レポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第５回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、クラスメートのふるさとについてまとめてみる。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：第１１回講義で学習した「引用」を活用して、「あなたの国で最近増えてきた病気」について、レポー

トにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第１１回の授業後に実施する。 

提出期限：第１２回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１３回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、引用のルールについてまとめてみる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現Ⅱ（アカデミック・ライティング） （4 単位） 

３．科目番号 GELA2307 

２．授業担当教員 皆吉 淳延 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は、大学生として求められるアカデミック・ライティングの実践的なスキルをトレーニングして

いくことを目的としています。 

具体的には、「問題設定」、「調査」、「文章作成」についての課題に取り組む中で、アカデミック・ライティ

ングのルールを確認していきます。その上で、受講生それぞれ（個人あるいはグループ）が、「問題設定」、

「調査、情報収集」を行ったうえで、レポートなどの適切な形にまとめていきます。 

さらに、受講生のレベルに応じて、レポート作成の基礎となる文字表記、語彙力の向上のための小テスト

も行います。 

８．学習目標 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につける。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになる。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につける。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１）学習課題に指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２）レポートを作成する。詳しい作成方法などについては、授業中に説明する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
渡邊淳子『大学生のための論文・レポートの論理的な書き方』研究社、2015。 
【プリント教材】 

授業内でプリントを配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につけることができたか。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになったか。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につけることができたか。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来たか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 授業内課題 総合点の 40％ 

３ 提出物（レポート等） 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、アカデミック・ライティングやビジネスライティングを身につけ、実践しようとする受講
生の取り組みを期待します。以下の点には注意してください。 
１）欠席、遅刻、早退などせず、真面目に参加すること。 
２）提出物、宿題は必ず提出すること。 
３）ノートを一冊用意（表紙に氏名明記）すること。 
４）教科書、配付プリント、ノートは毎回必ず持参すること 

５）わからないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること 

13．オフィスアワー 初回の授業時に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

科目のガイダンス（シラバス、授業の進め方） 

自己紹介文を作成し、発表する。長所・短所の伝え方を

学習する。 

事前学習 自分の長所・短所を書いてくる。 

事後学習 
とくに、悪い印象を与えない短所の伝え方の

復習をする。 

第２回 
他者理解。他者への助言や説得の仕方を学習する。批

判と助言を区別する。プリントを使用。 

事前学習 
自己中心的な考えをしたことによる失敗事

例をまとめておく。 

事後学習 
批判と助言の区別を明確にできるよう学習

内容を復習する。 

第３回 
報告文について学習する。プリントを使用。解説後、教

員が作成したプリントを修正し、報告文にする。 

事前学習 
事実と意見の違いについて身近な例から考

えてくる。 

事後学習 
プリントに示したポイントを中心に復習す

る。 

第４回 
プレゼンや講演を要約する。1 年生とは違いやや専門

的な内容にする。教員が模擬講演をする。 

事前学習 
他人の話を聴くことで得られると考えられ

るものについて、まとめてくる。 

事後学習 
聴くことと要約することを通して得たもの

をまとめる。 

第５回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp.2~11 を解説する。レポートにおける論証・論

理・根拠・構造について学習する。 

事前学習 教科書 pp.2～11 を読んでおく。 

事後学習 教科書に下線を引いた箇所を復習する 

第６回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp14.~20 を解説する。わかりやすい文①、一文

一義・主語と述語の関係について学習する。 

事前学習 

過去に書いたわかりづらい文章を探す。自分

が書いたのではなく、身近にある文章でも可

能。 

事後学習 
学習内容を復習し、文章を書くときに役立て

る。 



 

 

第７回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp20.~29 を解説する。わかりやすい文➁、言葉

遣い、修飾語と被修飾語、読点の打ち方について学習

する。小テスト実施 

事前学習 
友達どうしで使う LINE 用語で、年齢が離れ

た人に内容が伝わるか考えてくる。 

事後学習 
学習内容を復習し、文章を書くときに役立て

る。 

第８回 アンケートを作成する。課題を設定し、調査する。 
事前学習 アンケートの依頼の仕方を考えてくる。 

事後学習 アンケート調査を実施する。 

第９回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp32.~39 を解説する。テーマの絞り込みについ

て学習する。 

事前学習 教科書 pp.32～36 を読んでおく。 

事後学習 イメージ図を作成する。 

第１０回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp42.~51 を解説する。アウトラインについて学

習する。 

事前学習 テキスト pp.42～44 を読んでおく。 

事後学習 アウトラインのつくり方を復習する。 

第１１回 

小論文を作成する。プリントを使用。説得力がある文

章の書き方について学習する。作成前にグループディ

スカッションをする。 

事前学習 
自分の主張を相手に理解してもらう方法を

考えてくる。 

事後学習 
自分の主張に説得力を持たせる書き方につ

いて復習する。 

第１２回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp76.~89 を解説する。文献・資料の引用の仕方

を学習する。 

事前学習 
自分の文章と相手の文章をわけて書くよう

意識化しておく。 

事後学習 
学習内容を復習し、剽窃にならないように注

意して文章を書くようにする。 

第１３回 

中間レポート。教員がレポートのテーマを設定する。

そのテーマを学生が絞り込み、講義の内容をふまえて

レポートを作成する。 

事前学習 レポートの書き方を復習しておく。 

事後学習 レポートを読み返す。 

第１４回 
インターネットを使った説明文の学習をする。課題に
ついて検索し、説明文を作成する。 

事前学習 第 3 回の学習内容を復習しておく。 

事後学習 
正確に伝えることの重要性を意識して文章

を作成するようにする。 

第１５回 

敬語実践。複数の場面における敬語の学習をする。グ
ループで役割を決め、実践する。非言語の役割も学習

する。プリントを使用。 

事前学習 敬語の種類と機能を確認しておく。 

事後学習 日常生活でも敬語を使えるようにする。 

第１６回 

電話応対のマナーを学習する。二人一組で実践する。 

前回学習した敬語と非言語の役割を確認する。のプリ

ントを使用。 

事前学習 電話対応で大切なことは何かを考えてくる。 

事後学習 
電話対応における敬語と非言語の役割につ

いて復習しておく。 

第１７回 メールを書く①。プリントを使用。小テスト実施 
事前学習 

日常生活でメールの使い分けができている

か、確認する。 

事後学習 作成したメールを、見直しておく。 

第１８回 メールを書く②。プリントを使用。 

事前学習 第 19 回の学習内容を復習しておく。 

事後学習 
作成したメールをもとに、ビジネスメールを

書けるようにする。 

第１９回 手紙を書く①。プリントを使用。 
事前学習 

手紙とはがきとメールの違いについて調べ

ておく。 

事後学習 状況に応じた手紙を書く練習をする。 

第２０回 はがきを書く②。プリントを使用。 
事前学習 

手書きではがきを書く意味について考えて

くる。 

事後学習 状況に応じたはがきを書く練習をする。 

第２１回 企画書を書く。プリントを使用。 
事前学習 

相手に内容が伝わる企画書をイメージして

書いてみる 

事後学習 学習前と学習後の企画書を比較する。 

第２２回 
テーマを決め、グループで発表する①。下書き原稿を
作る。発表の準備をする。 

事前学習 
グループにおける希望する役割を決めてお

く。 

事後学習 
グループで話し合い、役割を決め、準備をす
る。 

第２３回 
テーマを決め、グループで発表する②。発表をおこな
う。発表内容を学生にも採点させる。 

事前学習 発表の準備を丁寧におこなう。 

事後学習 発表の結果を考察する。 

第２４回 文章読解。プリントを使用。小テスト実施 
事前学習 

難解な文章の内容が読みとれない原因を考

えておく。 

事後学習 難解な文章を多読する。 

第２５回 エントリーシートを作成する。プリントを使用。 
事前学習 エントリーシートの必要性を考えてくる。 

事後学習 作成したエントリーシートを見直す。 

第２６回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp66.~73 を解説する。完成度を高めるレポート
作成について学習する。 

事前学習 
よりよいレポートにするためには、どこを工
夫すればよいか考える。 

事後学習 
学習内容を復習し、完成度の高いレポートを

書けるようにする。 

第２７回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書
き方』pp92.~98 を解説する。文章の修正の仕方を学習

する。プリントを使用。 

事前学習 
文章を作成する上で、各自間違えやすい箇所

をまとめておく。 

事後学習 
注意点をふまえ、書き終えたレポートを修正
できるようにする。 

第２８回 
最終レポート。これまでの内容を振り返る。この授業
を受講した結果、文章力がどのように変化していった

事前学習 
この授業の成果について考えをまとめてお
く。 



 

 

か、その過程を文章で説明する。 事後学習 今後の目標を立てる。 

課題研究 

1 

 

課題研究テーマ：第８回の講義で学習したアンケート作成方法を活用し、レポートを作成する。 

興味のあるテーマについてアンケートをとり、分析し、その結果をまとめレポートを作成しなさい。 

レポート様式：A4用紙２枚以上（２０００字以上） 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

事後学習：第１０回の授業内で、各自のアンケートをもとに、ディスカッションする。 

     各自の提出レポートに教員がコメントをつけて返却する。 
 

課題研究 

2 

 

課題研究テーマ：今までの講義内容をふまえて、「学校でのいじめ問題の解決策」についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙１枚（１０００字以上１２００字以内） 

実施時期：第１０回の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出する。 

事後学習：第１２回の授業内で、提出レポートをもとに、意見交流する。 

     各自の提出レポートに教員がコメントをつけて返却する。 
 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現Ⅱ（アカデミック・ライティング） （4 単位） 

３．科目番号 GELA2307 

２．授業担当教員 青木 優子・佐野 あゆみ・坂田 晶子・東條 和子 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文章表現をすでに受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

この授業は、大学生として求められるアカデミック・ライティングの実践的なスキルをトレーニングして

いくことを目的としています。 

具体的には、「問題設定」、「調査」、「文章作成」についての課題に取り組む中で、アカデミック・ライティ

ングのルールを確認していきます。その上で、受講生それぞれ（個人あるいはグループ）が、「問題設定」、

「調査、情報収集」を行ったうえで、レポートなどの適切な形にまとめていきます。 

さらに、受講生のレベルに応じて、レポート作成の基礎となる文字表記、語彙力の向上のための小テスト

も行います。 

８．学習目標 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につける。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになる。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につける。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題を指す。 

○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートの提出等を指す。 
○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション等の発表原稿（もしくはポスタ
ー、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出する。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表を指す。 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書：野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日本

語表現力アップ』ひつじ書房、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につけることができたか。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになったか。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につけることができたか。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来たか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 授業内課題 総合点の 40％ 

３ 提出物（レポート等） 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1）授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題に取り組むこと。 

2）授業で扱ったすべてのプリントは無くさないようにし、ファイルにまとめておくこと。 

3）携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 

4）わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 

5）どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

6）受講者や授業の進行状況によりシラバスの進行が変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回の授業時に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明 
事前学習 

教科書の目次とはじめに（pp.ⅳ-ⅷ）を読み、

大切だと思うところと疑問に思うところに

線を引いておく。 

事後学習 シラバスの内容をよく確認しておく。 

第２回 
第 11 課「アカデミックな文章を書く」 

課題 1・課題 2(pp.74-77) 

事前学習 
pp.74-77 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第３回 
第 11 課「アカデミックな文章を書く」 

課題 3・課題 4(pp.77-79) 

事前学習 
pp.77-79 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第４回 
第 14 課「レポートとは何かを知る」 

課題 1・課題 2・課題 3(pp.100-102) 

事前学習 
pp.100-102 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第５回 
第 14 課「レポートとは何かを知る」 

課題 4・表現例と書式(pp.102-105) 

事前学習 
pp.102-105 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

表現例と書式をまとめておく。 



 

 

第６回 
第 15 課「テーマを絞り込み、資料を探す」 

課題 1・課題 2 (pp.106-108) 

事前学習 
pp.106-108 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第７回 
第 15 課「テーマを絞り込み、資料を探す」 

課題 3・課題 4・課題 5 (pp.108-113) 

事前学習 

pp.108-113 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。課題 4

の資料を探し、第 8 回授業に持参する。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4・課題 5 をまとめておく。 

第８回 
第 16 課「論拠を示す」 

課題 1 (pp.114-115) 

事前学習 
pp.114-115 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1 

をまとめておく。 

第９回 
第 16 課「論拠を示す」 

課題 2・ (pp.115-117) 

事前学習 
pp.115-117 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第１０回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 1・課題 2 (pp.118-120) 

事前学習 
pp.118-120 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第１１回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 3・課題 4 (pp.120-122) 

事前学習 
pp.120-122 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第１２回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 5 (p.123) 

事前学習 

p.123 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。課題 5 の資

料を探し、第 14 回授業に持参する。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 5

をまとめておく。 

第１３回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 1・課題 2 (pp.124-126) 

事前学習 
pp.124-126 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第１４回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 3・課題 4 (pp.126-127) 

事前学習 
pp.126-127 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第１５回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 5・課題 6 (pp.127-129) 

事前学習 
pp.127-129 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 

教員が強調した点に気をつけながら、課題 5・
課題 6 をまとめておく。アンケート調査を実

施する。 

第１６回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 1(pp.130-132) 

事前学習 
pp.130-132 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

をまとめておく。 

第１７回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 2・課題 3(pp.133-134) 

事前学習 
pp.133-134 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2・
課題 3 をまとめておく。 

第１８回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 4・課題 5(pp.134-135) 

事前学習 
pp.134-135 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第１９回 
第 17 課・第 18 課・第 19 課で学んだことを活かして
レポートを書く 

事前学習 pp.118-135 を復習しておく。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、

pp.118-135 をよく復習する。 

第２０回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 1(pp.136-137) 

事前学習 
pp.136-137 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

を完成させる。 

第２１回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 1(pp.136-137) 

事前学習 
pp.136-137 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

を完成させる。 

  



 

 

第２２回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 3(p.139) 

事前学習 
p.139 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3

を完成させる。 

第２３回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 3(p.139) 

事前学習 
p.139 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3

を完成させる。 

第２４回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 2 (p.138) 

事前学習 
p.138 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第２５回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 2 (p.138) 

事前学習 
p.138 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第２６回 
第 21 課「レポートを仕上げる－タイトル・推敲－」 

課題 1・課題 2 (pp.140-142) 

事前学習 
pp.140-142 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2 をまとめておく。 

第２７回 
第 21 課「レポートを仕上げる－タイトル・推敲－」 

課題 3・課題 4 (pp.142-143) 

事前学習 
pp.142-143 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・
課題 4 をまとめておく。 

第２８回 レポート執筆のまとめ(pp.144-145)、授業の振り返り 

事前学習 
pp.144-145 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、レポー

ト執筆のまとめをまとめておく。 

課題研究

１ 

課題：第 1 回～第 5 回の授業で学んだ第 11 課・第 14 課（pp.74-79,100-105）を復習し、「序論」「本論」「結論」の 3

部構成で課題レポートを書く。 

レポート形式：pp.105 の形式に合わせ、A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

提出期限：第 6 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：pp.104-105 の表現例と書式を復習しておく。レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成
のために学んだことをまとめておく。 

課題研究

２ 

課題：第 6 回～第 9 回の授業で学んだ第 15 課・第 16 課（pp.106-117）を復習し、データ（論拠）を引用して意見を

述べるレポートを書く。 

レポート形式：pp.105 の形式に合わせ、A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

提出期限：第 10 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
文章表現Ⅲ（口頭発表表現） （4 単位） 

３．科目番号 GELA3307 

２．授業担当教員 宮田 繁幸 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、自己紹介、自分の身近な問題から受講生がまとめたレポートなどの成果に至るまで、効果

的にスピーチやプレゼンテーションをするための口頭表現を学び、実践的な情報発信力、コミュニケーショ

ン能力を養うためのトレーニングを進めていきます。 

具体的には、自分の発表を聞き手に伝えるためには、どのような発表の「型」を取ることが適切なのか、

発表資料や原稿の準備と発表を通して、実践的に訓練していきます。作成した発表資料などについては、ペ

アワーク、グループディスカッションを通して、受講生同士で検討していきます。その中で、発表に対する

適切なコメントの仕方も練習していきます。 

また、受講生のレベルに応じて、口頭表現の基礎となる日本語運用能力向上のための小テストも行います。 

８．学習目標 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになる。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになる。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになる。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようにする。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることが出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題である。 

○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートである。 

○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション１，２は発表原稿（もしくはス

ポスター、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出すること。 

○自己PRスピーチの詳細は教科書１のp.18を参照すること。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表をする。 

○期末レポートの提出を求める、課題は授業中に発表する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

１．大島弥生、大場理恵子、岩田夏穂、池田玲子著 

『ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション』ひつじ書房。 

２．三浦香苗、岡澤孝雄、深澤のぞみ、ヒルマン小林恭子著 

『アカデミックプレゼンテーション入門』ひつじ書房。 

【参考書】 

中野美香著『大学生からのプレゼンテーション入門』ナカニシヤ出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになったか。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになったか。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになったか。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようになったか。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることができるようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験(小テスト、口頭発表試験等) 総合点の 40％ 

３ 提出課題 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習は行うこと。 

2．授業で扱ったすべてのプリント類はいつでも参照できるようまとめ、期末までなくさないこと。 

3. スマートフォン・携帯電話の電源を切り授業に臨むこと。 

4. 授業中の私語は決してしないこと。 

5. 不明な点は、授業中または授業後に教員に質問すること。 

6. 授業に際しては、どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

7. 授業内容におけるページ番号は第１回から１５回までは教科書１、１６回以降は教科書２に該当する。 

8. 授業の進行状況によりシラバスの進行が変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 シラバスの説明 

事前学習 

教科書の目次と ii～x までを読み大切だと思

うところと疑問に思うところに線を引いて

おく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながらシラバ

スの重要点をノートにまとめる 

第２回 オリエンテーション(pp.2-７) 

事前学習 

教科書の pp.2-7 を読み教科書のワークシー

ト１課のプレタスク、タスク１・２を完了す

る。また p.7の日本語エクササイズの答えも

教科書に記入しておく。 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点

をノートにまとめる 



 

 

第３回 自己 PR①自分を伝える(pp.8-13) 

事前学習 

pp.8-13 を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 2課のプレタスク、タスク１を

完了する。また日本語エクササイズ提出用シ

ート２課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第４回 自己 PR②情報を整理する(pp.14-19) 

事前学習 

pp.14-19を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 3課のプレタスク、タスク１を

完了する。また日本語エクササイズ提出用シ

ート 3課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第５回 自己 PR③スピーチの準備をする(pp.20-25) 

事前学習 

pp.20-25を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 4課のプレタスクを完了する。

また日本語エクササイズ提出用シート 4課を

完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に自己 PR スピーチに関する口頭表現をノ

ートにまとめる 

第６回 
自己 PR④スピーチをする(pp.26-29)：自己 PR スピー

チ 

事前学習 
自己 PR スピーチを何も見ずに話せるまで練

習する 

事後学習 

pp.26-29を読み重要点に線を引く。またワー

クシート５課を使用しながら自己 PR スピー

チを振り返り、良かったところと今後の改善

点をノートにまとめる 

第７回 
自己 PR⑤志望動機書・学習（研究）計画書を読み合う

(pp.30-37) 

事前学習 

pp.30-37を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 6課のプレタスクとタスク１を

完了する。また日本語エクササイズ提出用シ

ート 6課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第８回 ブック・トーク ①情報を探す(pp.40-45) 

事前学習 

pp.40-45を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 7課のプレタスクとタスク１を

完了する。また日本語エクササイズ提出用シ

ート 7課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第９回 ブック・トーク ②情報を読んで伝える(pp.46-51) 

事前学習 

pp.46-51を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 8 課①のプレタスクを完了す

る。また日本語エクササイズ提出用シート 8

課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第１０回 
ブック・トーク③詳しいブック・トークをもとにアウ

トラインを書く(pp.52-59) 

事前学習 

pp.52-59を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 9課のプレタスクとタスク１・

２を完了する。また日本語エクササイズ提出

用シート 9課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第１１回 ブック・トーク④ポスター発表を準備する(pp.60-65) 

事前学習 

pp.60-65を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 10 課のプレタスクを完了し発

表用ポスターのレイアウトを考えてくる。ま

た日本語エクササイズ提出用シート 10 課を

完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特にポスター発表をする上での役に立つ口

頭発表表現をノートにまとめる 

第１２回 ブック・トーク⑤発表する：ポスター発表(pp.66-71) 事前学習 

ポスター発表での自分のパートについて何

も見ずに話せるまで練習する。pp.66-71を読

み重要点に線を引き、グループ全体での時間



 

 

管理や役割分担を p.66 のプレタスクで確認

しておく。可能であればグループで事前練習

を実施する 

事後学習 

ワークシート１１課を完了し、自分のグルー

プ発表と他のグループ発表について振り返

る 

第１３回 今までの口頭発表表現のまとめ、小テスト１ 

事前学習 
今まで学んだ口頭発表表現一覧を作成し、小

テストに備える 

事後学習 

自分の作成した口頭発表表現一覧を必要に

応じ加筆しまとめ直す。特に小テストででき

なかった口頭発表表現はマークし何度も繰

り返し覚える 

第１４回 
スライドを使ったプレゼンテーションの概要説明

(pp.2-11) 

事前学習 

教科書２の概要とプレゼンテーションの概

要について pp.2-11を読み、重要点に線を引
く。スライドを使用したプレゼンテーション
の特徴について自分なりに考えてくる 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点
をノートにまとめる 

第１５回 プレゼンテーションに必要な表現①(pp.12-31) 

事前学習 

pp.12-31 を読み重要点に線を引き教科書の
練習問題を完了する。プレゼンテーションの
流れと関連の表現と数字や図表の説明に必

要な表現をノートにまとめておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点
をノートにまとめる 

第１６回 プレゼンテーションに必要な表現②(pp.32-45) 

事前学習 

pp.32-45 を読み重要点に線を引き教科書の
練習問題を完了する。比較、引用、接続の表

現と指示のことばをノートにまとめておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点
をノートにまとめる 

第１７回 スライドの作成法(pp.47-54) 

事前学習 
pp.47-54 を読み重要点に線を引きスライド
の作成法をノートにまとめる 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点
をノートにまとめ直す 

第１８回 
プレゼンテーションにおける話し方と態度(pp.212-

218) 

事前学習 
pp.212-218を読み重要点に線を引き「発音練
習１・２・３」を行う 

事後学習 

プレゼンテーションにおける話し方と態度

で実践する上で難しいと思う点をノートに
まとめる 

第１９回 プレゼンテーション１の準備(pp.56-63) 

事前学習 

pp.56-63を読み重要点に線を引き、教科書の

練習問題と p.63 を完了しプレゼンテーショ

ン１の準備をする 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点
をノートにまとめ、スライド作成を始める 

第２０回 
プレゼンテーション１の実例検討会(pp.64-70)、発表
のリハーサル(pp.219-222) 

事前学習 

pp.64-70 を読みプレゼンテーション１の実
例から参考になる点をノートにまとめてお
く。p.221 を見ながら発表の注意点を確認す

る 

事後学習 

プレゼンテーション１の実例検討会ででた
プレゼンテーションの注意点についてノー

トにまとめ直す。参考になった口頭表現もノ
ートに書いておく 

第２１回 プレゼンテーション１:私の国や町 

事前学習 

プレゼンテーション１がスムーズにできる
よう準備する。p.221 を参考に発表の最終確
認をする 

事後学習 
プレゼンテーション１の良かった点と改善
点を自分なりに考えノートにまとめる 

第２２回 プレゼンテーション１の振り返り 

事前学習 

上手なプレゼンテーションの話し方とスラ
イドの使用法の特徴を考えノートに書いて
おく 

事後学習 

教員や友達からもらったコメント(p.222)か
らわかった自分の話し方とスライドの使い
方の良いところと改善点をノートにまとめ

る 

第２３回 プレゼンテーション２の準備(pp.71-80) 

事前学習 

pp.71-80を読み重要点に線を引き、教科書の

練習問題と p.80 を完了しプレゼンテーショ
ン 2の準備をする 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点

をノートにまとめ、次のスライド作成を始め
る 

第２４回 
プレゼンテーション２の実例検討会(pp.81-89)、発表

のリハーサル 
事前学習 

pp.81-89 を読みプレゼンテーション 2 の実
例から参考になる点をノートにまとめてお
く。p.221 とプレゼンテーション１の振り返



 

 

りから発表の注意点と自分の課題を再確認
する 

事後学習 

プレゼンテーション２の実例検討会で出た

プレゼンテーションの注意点、発表のリハー
サルで気づいた点をノートにまとめる 

第２５回 プレゼンテーション２:私の専門 

事前学習 

プレゼンテーション 2がスムーズにできるよ
う準備する。p.221 とプレゼンテーション１
の振り返りを参考に発表の最終確認をする 

事後学習 
プレゼンテーション 2の良かった点と改善点
を自分なりに考えノートにまとめる 

第２６回 プレゼンテーション２の振り返り 

事前学習 

上手なプレゼンテーションの話し方とスラ
イドの使用法の特徴を考えノートに書いて
おく 

事後学習 

教員や友達からもらったコメント(p.222)か
らわかった自分の話し方とスライドの使い
方で改善できた点と今後の更なる改善点を

ノートにまとめる 

第２７回 
スライドを使用した口頭発表表現のまとめ、小テスト
２ 

事前学習 
スライドを使用した口頭表現一覧を作成し、

小テストに備える 

事後学習 

自分の作成した口頭発表表現一覧を必要に
応じ加筆しまとめ直す。特に小テストででき

なかった口頭発表表現はマークし何度も繰
り返し覚える 

第２８回 
今まで学んだ口頭発表表現の確認と口頭発表表現の向

上に向けた総まとめ 

事前学習 

今まで学んだ口頭発表表現一覧を見直す。４
回の口頭発表で学んだ上手な口頭発表の特
徴をまとめる 

事後学習 

クラス討論から出てきた重要な口頭発表表
現と上手な口頭発表のための留意点の総ま
とめをする 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 6 回までに行った自己 PR スピーチの内容を振り返り、他学生の例や教員からの指摘を踏まえて、

「私という人間」というテーマでレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙一枚 （1,200 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

     その後も課題研究に関して質問等がある場合は、授業時に受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめておく。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 12 回に行ったポスター発表を振り返り、「効果的なグループ発表とは」というテーマでレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙一枚 （1,200 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 15 回授業終了後に教室で行う。 

     その後も課題研究に関して質問等がある場合は、授業時に受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
文章表現Ⅲ（口頭発表表現） （4 単位） 

３．科目番号 GELA3307 

２．授業担当教員 青木 優子・佐野 あゆみ・大川 たかね 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文章表現Ⅱをすでに受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

この授業では、自己紹介、自分の身近な問題から受講生がまとめたレポートなどの成果に至るまで、効果

的にスピーチやプレゼンテーションをするための口頭表現を学び、実践的な情報発信力、コミュニケーショ

ン能力を養うためのトレーニングを進めていきます。 

具体的には、自分の発表を聞き手に伝えるためには、どのような発表の「型」を取ることが適切なのか、

発表資料や原稿の準備と発表を通して、実践的に訓練していきます。作成した発表資料などについては、ペ

アワーク、グループディスカッションを通して、受講生同士で検討していきます。その中で、発表に対する

適切なコメントの仕方も練習していきます。 

また、受講生のレベルに応じて、口頭表現の基礎となる日本語運用能力向上のための小テストも行います。 

８．学習目標 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになる。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになる。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになる。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようにする。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることが出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題を指す。 

○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートの提出等を指す。 

○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション等の発表原稿（もしくはポスタ

ー、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出する。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表を指す。 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書：野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日本

語表現力アップ』ひつじ書房、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになったか。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになったか。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになったか。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようになったか。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることができるようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験(小テスト、口頭発表試験等) 総合点の 40％ 

３ 提出課題 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1) 授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題に取り組むこと。 
2) 授業で扱ったすべてのプリントは無くさないようにし、ファイルにまとめておくこと。 

3) 携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 
4) わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 
5) どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

6) 受講者や授業の進行状況によりシラバスの進行を変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明 
事前学習 

教科書の目次とはじめに（pp.ⅳ-ⅷ）を読み、

大切だと思うところと疑問に思うところに

線を引いておく。 

事後学習 シラバスの内容をよく確認しておく。 

第２回 
第 1 課「イントロダクション」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4・課題 5 (pp.2-5) 

事前学習 
pp.2-5 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

～課題 5 をまとめておく。 

第３回 
第 2 課「表現の基礎（1）－表記と言葉づかい－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.10-14） 

事前学習 
pp.10-14 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第４回 
第 2 課「表現の基礎（1）－表記と言葉づかい－」 

課題 4・課題 5（pp.14-17） 

事前学習 
pp.14-17 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第５回 
第 3 課「情報を整理して示す－メモやメニュー－」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4（pp.18-21） 

事前学習 
pp.18-21 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3・課題 4 をまとめておく。 



 

 

第６回 
第 3 課「情報を整理して示す－メモやメニュー－」 

課題 5・課題 6・課題 7（pp.22-25） 

事前学習 
pp.22-25 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 5・

課題 6・課題 7 をまとめておく。 

第７回 
第 4 課「情報を確実に伝える－注意書き－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.26-28） 

事前学習 
pp.26-28 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第８回 
第 4 課「情報を確実に伝える－注意書き－」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.29-31） 

事前学習 
pp.29-31 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5・課題 6 をまとめておく。 

第９回 

第 5 課「情報を正確に伝える－連絡・案内のメールな

ど－」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4（pp.32-35） 

事前学習 
pp.32-35 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3・課題 4 をまとめておく。 

第１０回 

第 5 課「情報を正確に伝える－連絡・案内のメールな

ど－」 

課題 5・課題 6・課題 7（pp.36-37） 

事前学習 
pp.36-37 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 5・

課題 6・課題 7 をまとめておく。 

第１１回 
第 6 章「表現の基礎（2）－読みやすい文を書く－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.40-42） 

事前学習 
pp.40-42 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第１２回 
第 6 章「表現の基礎（2）－読みやすい文を書く－」 

課題 4・課題 5（pp.42-45） 

事前学習 
pp.42-45 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第１３回 
第 7 章「相手に合わせて表現する」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4・課題 5（pp.46-49） 

事前学習 
pp.46-49 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

～課題 5 をまとめておく。 

第１４回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.52-54） 

事前学習 
pp.52-54 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第１５回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.55-57） 

事前学習 
pp.55-57 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5・課題 6 をまとめておく。 

第１６回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 7・課題 8（pp.58-59） 

事前学習 
pp.58-59 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 7・
課題 8 をまとめておく。 

第１７回 
第 9 章「丁寧に伝える－手紙の書き方－」 

課題 1・課題 2（pp.60-63） 

事前学習 
pp.60-63 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2 をまとめておく。 

第１８回 
第 9 章「丁寧に伝える－手紙の書き方－」 

課題 3・課題 4（pp.63-66） 

事前学習 
pp.63-66 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第１９回 

第 10 章「表現の基礎（3）－わかりやすい文章を書く
－」 

課題 1・課題 2（pp.70-71） 

事前学習 
pp.70-71 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2 をまとめておく。 

第２０回 

第 10 章「表現の基礎（3）－わかりやすい文章を書く
－」 

課題 3・課題 4（pp.72-73） 

事前学習 
pp.72-73 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・
課題 4 をまとめておく。 

第２１回 
第 12 課「企画をアピールする」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.80-85） 

事前学習 
pp.80-85 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第２２回 
第 12 課「企画をアピールする」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.86-89） 

事前学習 
pp.86-89 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・
課題 5・課題 6 をまとめておく。 

  



 

 

第２３回 
第 13 課「自分を表現する－自己 PR 基礎編－」 

課題 1・課題 2（pp.90-94） 

事前学習 
pp.90-94 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第２４回 
第 13 課「自分を表現する－自己 PR 基礎編－」 

課題 3・課題 4（pp.95-97） 

事前学習 
pp.95-97 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・
課題 4 をまとめておく。 

第２５回 
第 22 課「自分を表現する－自己 PR 発展編－」 

課題 1・課題 2 ・課題 3 (pp.146-150) 

事前学習 
pp. 146-150 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第２６回 
第 22 課「自分を表現する－自己 PR 発展編－」 

課題 4 ・課題 5 (p.151) 

事前学習 
p. 151 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第２７回 自己 PR の発表① 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
フィードバックを受けて自己 PR を再考す

る。 

第２８回 自己 PR の発表②、授業のまとめ 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
フィードバックを受けて自己 PR を再考す

る。 

課題研究

１ 

課題：第 2 回授業で学んだことを復習し、「自己紹介のための自己分析」(pp.6-8)の 6 つの問いを含めた 1 分程度の自

己紹介文を作成する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（p.6 の 6 つの問いの答えをすべて含める。） 

提出期限：第 3 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

課題研究

２ 

課題：第 7 章「相手に合わせて表現する」（pp.46-51）を熟読し、pp.50-51 の課題 6・課題 7 に関するレポートを作成

する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（課題 6・課題 7 合わせて 1000 字程度） 

提出期限：第 14 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

 



池袋キャンパス 

 

１．科目名（単位数） 保育キャリア応用演習 （2単位）再履修用 

３．科目番号 
GECD2106 

GECD2416 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 
オムニバス形式で内容ごとに担当の先生が入れ替わり、演習を

中心として行います。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習を受講していること。 

７．講義概要 
保育者や社会に出て生かすことができる基礎的な教養を身に着ける 

８．学習目標 専門職者としての教養問題の理解と習熟を図る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

４教養問題の予習と復習（わからなかったものはわかるまで質問等する。） 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用教養試験』一ツ橋書店 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要

領」 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規" 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準  

  

授業への参加態度  

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

前年の単位取得ができなかった学生用の講座であるので、基本的には（4単位）のキャリア応用演習を

選択すること。またこれでは十分でないので、自主講座に参加することが望ましい。 

13．オフィスアワー 授業の中で提示する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

教養基礎 数的推理１０（予想問題１４～１

７）  

教養試験 pp84～87 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第２回 
教養基礎 判断推理１（論理の問題） 

教養試験 pp88～89 98 112～113 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第３回 
教養基礎 判断推理２（集合の問題）  

教養試験 pp107 118～119 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第４回 
教養基礎 判断推理３（暗号、道順の問題）  

教養試験 pp90 112～113 118～119 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第５回 
教養基礎 判断推理４（推論の問題）  

教養試験 pp91 103～104 114～115 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第６回 
教養基礎 判断推理５（位置の問題）  

教養試験 pp92～93 100 116～117 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第７回 

教養基礎 判断推理６（順序の問題）  

教養試験 pp94 102～103 114～115 120～

121 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第８回 
教養基礎 判断推理７（平面の問題）  

教養試験 pp94～95 105 109 120～121 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第９回 
教養基礎 判断推理８（空間の問題）  

教養試験 pp95 106 108 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 



池袋キャンパス 

 

第１０回 
教養基礎 判断推理９（展開の問題）  

教養試験 pp96～97 110～111 122～123 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１１回 
教養基礎 資料解釈１ （基本問題１～３）   

教養試験 pp124～127 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１２回 
教養基礎 資料解釈２ （練習問題１～３） 

教養試験 pp128～132 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１３回 

教養基礎 資料解釈３ （練習問題 4） 

（予想問題１・２） 

教養試験 pp132～137 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

課題研究

１ 

教養基礎 判断推理について別紙模擬試験問題を配布するので、配布用紙に思考プロセスもすべて記入して提出。 

実施時期  第１０回の講義終了時 

提出時期  第１１回の講義開始時 

添削指導の後返却 

事後指導  添削指導の結果をよく復習し、同類の問題への備えにできるように復習する。 

課題研究

２ 

教養基礎 資料解釈について別紙模擬試験問題を配布するので、配布用紙に思考プロセスもすべて記入して提出。 

実施時期  第１２回の講義終了時 

提出時期  第１３回の講義開始時 

添削指導の後返却 

事後指導  添削指導の結果をよく復習し、同類の問題への備えにできるように復習する。 

 

 



池袋キャンパス 

 

１．科目名（単位

数） 
保育キャリア応用演習 （4単位） 

３．科目番号 
GECD2106 

GECD2416 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 
オムニバス形式で内容ごとに担当の先生が入れ替わり、演習を中心

として行います。 
５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習を受講していること。 

７．講義概要 

保育者として必要な専門科目を十分に理解し、効果的に学習を進めるための知識・技能の基礎力を身につ

けることを目的とする。第１に文章表現力を養う。第２にコミュニケーション能力を向上させる。第３に

基本学力を習得し次にあげる学習の習熟ができるようにする。１．実習に必要な文章力を身につける。 ２．

自分を表現する能力を身につける。 ３．専門科目の学習の準備としての論理的思考力を身につける。 ４．

保育に必要な教材制作ができる。５保育の実際を見学し子どもと保育者の生活を知る  

８．学習目標 

１、幼児教育の専門的基礎技能の習得をする。  

２、幼児教育に携わる人間として、専門性を醸成していく生活態度を身に着ける。 

３、実践的な活動の理解と習熟を図る。 

４、専門職者としての教養問題の理解と習熟を図る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１実技指導の中の教材作成 

２現場見学レポート作成 

３保育実践学習の成果のレポート 

４教養問題の予習と復習（わからなかったものはわかるまで質問等する。） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用教養試験』一ツ橋書店 

     24回から 30回の実技についてはその都度配布物などで対応する。 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規" 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準  

 ・教材を製作しその活用について考えられたか 

 ・保育の実際について理解ができたか 

 ・保育見学において乳幼児や保育の場に親しみをもち適切に学習ができたか 

 ・キャリア形成のために必要な一般的な知識及び思考力を身に付けられたか。 

○評価の方法 

"使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学で習得した知識や理論を教育の現実に適用する方法や意味を知ると共に、実践的な能力を磨くことが

できるように実技に関する力を身に着けることができます。加えて、保育職についての使命感を高 め、自

己の能力・適性について自覚するとともに、新しい課題を発見し、卒後の学びに反映させる態度等を養う

ことができるようにします。実習などの実践力を身に着けて、新たな課題を自主的に探究したいと思う契

機になると思います。 

13．オフィスアワー 各担当教員の研究室に掲示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
教養基礎 判断推理１（論理の問題） 

教養試験 pp88～89 98 112～113 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第２回 
教養基礎 判断推理２（集合の問題）  

教養試験 pp107 118～119 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第３回 
教養基礎 判断推理３（暗号、道順の問題）  

教養試験 pp90 112～113 118～119 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第４回 
教養基礎 判断推理４（推論の問題）  

教養試験 pp91 103～104 114～115 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第５回 
教養基礎 判断推理５（位置の問題）  

教養試験 pp92～93 100 116～117 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第６回 教養基礎 判断推理６（順序の問題）  事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 
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教養試験 pp94 102～103 114～115 120～

121 
事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第７回 
教養基礎 判断推理７（平面の問題）  

教養試験 pp94～95 105 109 120～121 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第８回 
教養基礎 判断推理９（展開の問題）  

教養試験 pp96～97 110～111 122～123 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第９回 
教養基礎 判断推理１０（勝敗の問題）  

教養試験 pp98～99 101～102 116～117 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１０回 
教養基礎 資料解釈１ （基本問題１～３）   

教養試験 pp124～127 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１１回 
教養基礎 資料解釈２ （練習問題１～３） 

教養試験 pp128～132 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１２回 

教養基礎 資料解釈３ （練習問題 4）（予

想問題１・２） 

教養試験 pp132～137 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１３回 
教養基礎 資料解釈４  （予想問題３・４） 

教養試験 pp138～141） 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１４回 
教養基礎 社会科学 政治 

教養試験 pp142～147 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１５回 
教養基礎 社会科学 政治 

教養試験 pp148～153 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１６回 
教養基礎 社会科学  経済 

教養試験 pp154～159 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１７回 
教養基礎  社会科学  経済 

教養試験 pp160～165 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１８回 
教養基礎 社会科学  社会 

教養試験 pp166～171 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１９回 
教養基礎 社会科学  社会 

教養試験 pp172～175 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第２０回 
教養基礎 人文科学 思想 

教養試験 pp176～181 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第２１回 
教養基礎 人文科学 日本史 

教養試験 pp182～187 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第２２回 
実習などのマナー・準備などの対応 

見学実習への準備 

事前学習 １年次開講保育専門科目の概要を復習 

事後学習 実践に向けて必要な学びの理解 
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第２３回 実技習得 保育教材研究 

事前学習 保育現場からの学び方を予習する 

事後学習 見学も目的を自覚し、見学先を決める 

第２４回 実技習得 手作り遊具 

事前学習 子どもの生活と遊具の役割を考える 

事後学習 授業で学習したことを実習する（遊具） 

第２５回 
実技習得 パペット、エプロンシアター等

（外部講師） 

事前学習 色々なパペットを調べる 

事後学習 授業で学習したことを実習する（パペット） 

第２６回 実技習得 紙芝居、絵本等 

事前学習 保育の中の児童文材を調べる 

事後学習 授業で学習したことの実習（エプロンシアターなど） 

第２７回 乳幼児への対応の基礎 

事前学習 乳幼児と大人の関係を考える 

事後学習 保育における愛情、愛着の重要性を理解する 

第２８回 実習録などの語彙集と気づきの記録など 

事前学習 見学レポート作成発表の準備、 

事後学習 事後指導後の自己課題のまとめ 

課題研究

１ 

教養基礎 数的推理について別紙模擬試験問題を配布するので、配布用紙に思考プロセスもすべて記入して提出。 

実施時期  第１回の講義終了時 

提出時期  第２回の講義開始時 

添削指導の後返却 

事後指導  添削指導の結果をよく復習し、同類の問題への備えにできるように復習する。 

課題研究

２ 

教養基礎 判断推理について別紙模擬試験問題を配布するので、配布用紙に思考プロセスもすべて記入して提出。 

実施時期  第９回の講義終了時 

提出時期  第１０回の講義開始時 

添削指導の後返却 

事後指導  添削指導の結果をよく復習し、同類の問題への備えにできるように復習する。 
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１．科目名（単位数） 保育キャリア基礎演習 （2 単位） 
３．科目番

号 

GECD1106 

GECD1416 

 ２．授業担当教員 ティームティーチング 

４．授業形態 担当の先生が、演習を中心として行います 
５．開講学

期 
通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育児童学部への入学生は、全員履修すること 

７．講義概要 

大学で新たに学ぶ講義及び演習等の学習の意味を理解し、それらを自分自身のキャリア形成にど

のように結びつけるかを考えることができるようにし、併せて保育の教育の実際に触れ、子どもの

発育状況に応じたねらいの設定、保育内容の選択、保育方法の決定などの学習の基礎となることへ

の入門の学習をする。また、責任ある行動や適切なマナーを身に着けて自分の学習のフィールドを

広げることができるようにする。 

８．学習目標 

１、アカデミックスタディスキルを身に着ける。 

２、保育の専門性を概観し、キャリア形成のための個別学習計画を持つことができる。 

３、地域との連携や学外の施設などとの連携の取り方を身に着ける。 （見学学習、ボランティア） 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメント 指定された専門用語、保育施設等を調べる 

レポート ・保育見学記録、考察をレポートする 

     ・自己課題をレポートする 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】「Ｑ＆Ａで学ぶ保育・教育実習」関口はつ江監修サンウエイ出版 

     秋期から「スイスイわかる保育士採用教養試験」一ツ橋書店 

【参考書】東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

 ・課題をきちんと行ったか ・基礎知識を習得したか（小テスト） 

 ・子どもや保育現場に対する基本的マナーを身に付けたか 

○評価の方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学生活のスタート時に必要なコミュニケーション能力などのウオーミングアップと、大学で保

育を学ぶための、「保育の学びの基礎」を知る機会と、大学で学ぶ時にどのような姿勢を保つべき

かというスタディスキルを身に着ける学習を全 15 回で行います。さらに、大学生としての教養を

専門職としての「保育士」「幼稚園教諭」などを目指すことができるレベルに高める学習を行いま

す。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（科目目的、教科（保育児

童学概論、保育者論等）との関連） 

教科書 PP,５～７（幼稚園、保育園、認定こど

も園、）教科書 PP２３～２８ 

事前学習 
なぜ幼児教育を志したかについて考えて参

加する。 

事後学習 保育者の役割・資質についてまとめる 

第２回 

専門基礎知識 2 保育施設 

（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育） 

教科書 PP２９～３４ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 指定された保育施設の概要を覚える 

第３回 

専門基礎知識 3 保育施設 及び保育制度と動

向（一般家庭訪問保育（ベビーシッター、病児・

病後児保育等）教科書 PP３５～３８ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 

指定された保育施設の概要を覚え、これま

で学習した保育施設とその背景にある保育

制度との関連について知る 

第４回 
専門基礎知識 4保育時事問題を考える（メディ

ア報道などに見る保育に関わる諸問題） 

事前学習 近年のニュースなどを調べてくる 

事後学習 子育て支援などについて考える 

第５回 

専門基礎知識５生活習慣 1 基本的生活習慣 

教科書 PP６３～６８社会的生活習慣 

教科書 PP１４３～１６０ 

 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 
保育の中の基本的生活習慣・社会的生活習慣の重

要性を理解する 

第６回 

現場見学 1 事前指導① 目的、マナー・訪問

時挨拶や注意事項などの学習 

教科書 PP４３～５０ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 指定された保育施設の概要を覚える 

第７回 

現場見学 2 事前指導② 伝染病やアレルギー

対策・危機管理などについての学習 

教科書 PP１２～２１ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 
保育における伝染病や危機管理の重要性を

理解する 

第８回 現場見学 3事前指導③ 記録、園についての予 事前学習 指定された教科書のページを予習する 
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備知識年齢の発達に伴う観察観点の違いなど

の学習教科書 PP１１５～１３０ 
事後学習 幼児の発達と年齢の関係について復習する 

第９回 
現場見学 4 ④話し言葉・書き言葉・礼状など

の学習教科書 PP１３７～１３９ 

事前学習 記録物や質問事項などの言葉を考える 

事後学習 話し言葉・書き言葉の違いなどを復習する 

第１０回 
現場見学 5 ⑤訪問（1年ＡＡ・授業担当） 

 

事前学習 
園訪問の態度、観察内容、質問内容を予習

する 

事後学習 観察記録の作成 

第１１回 
現場見学 6 ⑥事後指導保育現場の実情と学習

に生かす視点教科書 PP１５８～１６５ 

事前学習 見学後の話し合いテーマをまとめる 

事後学習 園への礼状を書く 

第１２回 

専門知識 7  ⑦現場見学を行った園の資料をも

とに、保育現場の実情、及び実情に即した保育

内容について理解する。 

事前学習 
見学した園の保育内容について、園の資料

をもとにまとめる 

事後学習 
保育現場の実情と保育内容の関係について

まとめる 

第１３回 

専門基礎知識８ 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型

認定子ども園教育・保育要領にみる保育者の姿 

事前学習 保育の基礎知識の確認をする 

事後学習 保育者への適性を見出す 

第１４回 
教養基礎 文章理解 内容理解・文章整序 

教養試験 PP22～25  pp28～32 

事前学習 
内容把握の文章について読み、手掛かりに

する語彙を考えて参加する 

事後学習 
出てきた文章中の難語句や漢字の復習を、

理解する。 

第１５回 
教養基礎 文章理解 内容理解・文章整序 

教養試験 pp28～32 

事前学習 
文章整序に関する部分を読み、接続表現に

ついて考えて参加する。 

事後学習 
文章整序に関する接続語の一覧表や指示語

の一覧表を完成させ理解を深める 

第１６回 
教養基礎 文章理解 内容理解・文章整序 

教養試験 PP38～45 

事前学習 
文章整序に関する部分を読み、接続表現に

ついて考えて参加する。 

事後学習 
文章整序に関する接続語の一覧表や指示語

の一覧表を完成させ理解を深める 

第１７回 
英語 文章の基礎 

教養試験 pp26～27 pp33～37 

事前学習 
簡単な英語の読解に関する予習をテキスト

で行う 

事後学習 学習した語句や表現について復習する 

第１８回 
英語 英語演習問題 

教養試験 pp46～49 

事前学習 英語の読解に関する予習をテキストで行う 

事後学習 頻出問題について復習し理解を深める 

第１９回 
英語 英語演習問題 

教養試験 pp50～53 

事前学習 英語の読解に関する予習をテキストで行う 

事後学習 頻出問題について復習し理解を深める 

第２０回 
教養基礎 数的推理 1（基本問題１～５） 

教養試験 pp54～57 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２１回 
教養基礎 数的推理２（基本問題６～１０） 

教養試験 pp57～61 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２２回 
教養基礎 数的推理３（基本問題１１～１４） 

教養試験 pp61～63 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２３回 
教養基礎 数的推理４（練習問題１～５） 

教養試験 pp64～68 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２４回 
教養基礎 数的推理５（練習問題６～１０） 

教養試験 pp68～72 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２５回 
教養基礎 数的推理６（練習問題１１～１５）  

教養試験 pp72～75 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 
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第２６回 
教養基礎 数的推理７（予想問題１～５） 

教養試験 pp76～79 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２７回 
教養基礎 数的推理８（予想問題６～９）  

教養試験 pp78～81 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２８回 
教養基礎 数的推理９（予想問題１０～１３）  

教養試験 pp82～85 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

課題研究

１ 

保育現場で使用する特別な言葉を理解し、記述できるようにワークを作成し、配布します。 

実施時期：第１回目の講義の中で配布 

提出時期：第２回目の講義開始時に回収 

事後指導：常に携行して、専門用語を使えるようにすること、実習ノートなどに記入する時に正しい漢字で、

記述できるようにするための、学習です。返却後も何回も見直し、覚えたり活用したりする。 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：保育所保育指針と幼稚園教育要領の第一章を読み、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と

して共通に１０項目があげられていますが、そのうち自分が特に育ってほしいと思う項目二点をあげ、その理

由を自分の経験もあげながら、記述する」ということのレポートに取り組んでもらいます。 

実施時期：第３回の講義終了時に詳細を伝えます。（指定原稿用紙なども配布  １０００文字程度） 

提出時期：第５回の講義開始時に提出 

事後指導：添削指導・グループディスカッションなどにより、自身の考えを深め、現場見学につなげることが

できるようにまとめる。 
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１．科目名（単位数） 保育キャリア実践演習 （2単位） 

３．科目番号 
GECD4116 

GECD4416 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 テキストによる学習と課題関連資料による学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習と保育キャリア応用演習と保育キャリア展開演習を終了していること 

７．講義概要 

保育キャリア基礎演習とⅡ保育キャリア応用演習と保育キャリア展開演習で学習した内容を踏まえ

て、保育の専門職としての基礎知識の定着を図り、保育現場で活用できる力を養成する。主として文章

表現・レポート作成・面談・実技を中心に進める。また、外部講師により現場に求められる保育者像や

現場で当面する課題に関する留意点等をご講話いただき、現代の社会状況を踏まえて実態をつかむ。さ

らに、多くの保育関連諸施設での課題についての理解も深めるため、現場の具体的問題事例の解決の仕

方など、これまでの知識を整理するとともに、課題を見出し解決する方法を考える。 

８．学習目標 

１、保育専門職として働く意義ややりがい等を確認し、それを他者に明瞭に表現することができる。 

２、保育専門職としての自らの教育理念・保育理念を形成し、社会的ニーズに対応できる。 

３、保育専門職者としての専門的知識、教養、心得を備えることができる。 

４、現代の社会状況と保育を取り巻く環境を理解した上で、将来を展望する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート課題 

これまでの3年間をしっかりと振り返り、各分野・領域での重要なことをしっかり押さえるようにする。 

 

10．教科書・参考書・教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用専門試験』一ツ橋書店 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」厚生労働省「保育所保育指針」内閣府「幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領」 

保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用教養試験』一ツ橋書店 

11．成績評価の規準と評定の

方法 

○成績評価の規準 

 １課題に対して確実に対応したか。 

 ２知識は正確か。 

 ３自己肯定感を持って意欲的に取り組んでいるか。 

○評定方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

基本的に単位を取得できなかった人の講座です。自主講座などにも出て自身の力を蓄えてください。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
専門知識保育原理 ① 

専門試験 PP.20 ～43 
事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２回 

専門知識教育原理② 

  

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第３回 
専門知識 社会的養護① 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第４回 
専門知識 子どもと家庭福祉① 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第５回 
専門知識 社会福祉 ① 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第６回 
専門知識 保育の心理学 

専門試験 PP.125～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第７回 
専門知識 子どもの保健① 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第８回 
専門知識 子どもの食と栄養① 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第９回 
専門知識 子育て家庭支援論 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１０回 
専門知識 保育内容 

専門試験 PP.214～235  

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１１回 
専門知識 乳児保育① 

専門試験 PP.236～245  

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 
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第１２回 
専門知識 障害児保育① 

専門試験 PP.246～259 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１３回 
模擬試験 

専門試験 PP.288～319 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

課題研究１ 

スイスイ専門試験 PP.288~300 の模擬試験問題を指定の回答用紙に記入して提出 

実施時期：第６回の授業終了時（詳細は、授業終了時に説明 

提出期限：第８回の授業開始時 

事後指導：自身のキャリア形成に合わせて、学習事項を見直し、確実な力がつくように復習を行う 

課題研究２ 

論作文「私がめざす職業」ということについて専門教養を学習してみてどのように考えるか記述して提出する。 

実施時期第１２回の授業終了時 

提出期限第１３回の授業開始時 

事後指導：添削をして返却するので、保育士資格で就職可能な職業に求められている力や資質についての考えを深める 
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１．科目名（単位数） 保育キャリア実践演習 （4単位） 
３．科目番

号 

GECD4116 

GECD4416 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 テキストによる学習と課題関連資料による学習 
５．開講学

期 
春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習と保育キャリア応用演習と保育キャリア展開演習を終了していること 

７．講義概要 

保育キャリア基礎演習とⅡ保育キャリア応用演習と保育キャリア展開演習で学習した内容を

踏まえて、保育の専門職としての基礎知識の定着を図り、保育現場で活用できる力を養成する。

主として文章表現・レポート作成・面談・実技を中心に進める。また、外部講師により現場に求

められる保育者像や現場で当面する課題に関する留意点等をご講話いただき、現代の社会状況を

踏まえて実態をつかむ。さらに、多くの保育関連諸施設での課題についての理解も深めるため、

現場の具体的問題事例の解決の仕方など、これまでの知識を整理するとともに、課題を見出し解

決する方法を考える。 

８．学習目標 

１、保育専門職として働く意義ややりがい等を確認し、それを他者に明瞭に表現することができ

る。 

２、保育専門職としての自らの教育理念・保育理念を形成し、社会的ニーズに対応できる。 

３、保育専門職者としての専門的知識、教養、心得を備えることができる。 

４、現代の社会状況と保育を取り巻く環境を理解した上で、将来を展望する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート課題 

これまでの3年間をしっかりと振り返り、各分野・領域での重要なことをしっかり押さえるよう

にする。 

 

10．教科書・参考書・教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用専門試験』一ツ橋書店 

     保育士幼稚園教諭論作文・面接対策ブック  実務教育出版 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」厚生労働省「保育所保育指針」内閣府「幼保連携型認

定こども園教育・保育要領」 

 

11．成績評価の規準と評定の

方法 

○成績評価の規準 

 １課題に対して確実に対応したか。 

 ２知識は正確か。 

 ３自己肯定感を持って意欲的に取り組んでいるか。 

○評定方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

キャリア形成の最終章として、これまでの学びを復習しながら、確かな知識と技術をもち、これ

からの社会の一員として貢献できるよう、しっかりした志を持って学習してほしいいと思いま

す。 

13．オフィスアワー 各担当教員の研究室に掲示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
専門知識保育原理 ① 

専門試験 PP.20 ～43 
事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２回 
専門知識教育原理 ① 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第３回 
専門知識教育原理② 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第４回 
専門知識 社会的養護① 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第５回 
専門知識 社会的養護② 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第６回 
専門知識 子どもと家庭福祉① 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第７回 
専門知識 社会福祉 ① 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第８回 
専門知識 子どもの保健① 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第９回 
専門知識 子どもの保健② 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 
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第１０回 
専門知識 子どもの食と栄養① 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１１回 
専門知識 子どもの食と栄養② 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１２回 
専門知識 子育て家庭支援論 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１３回 
専門知識 乳児保育① 

専門試験 PP.236～245  

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１４回 
専門知識 障害児保育① 

専門試験 PP.246～259 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１５回 
専門知識 障害児保育① 

専門試験 PP.246～259 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１６回 

論作文「私がめざす理想の保育士」pp.72~75 事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第１７回 

論作文「子どもの健やかな育ちのために取り組みた

いこと」pp.76~79 
事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第１８回 
面接「保育士・幼稚園教諭になりたい理由」 

P125 

事前学習 自分自身のことについて面接ノートに記入  

事後学習 テーマに沿って面接ノートを加筆  

第１９回 
論作文「子育て支援における保育士の役割」 

pp.80-83 

事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第２０回 面接「自分のよいところ悪いところ」P126 
事前学習 自分自身のことについて面接ノートに記入  

事後学習 テーマに沿って面接ノートを加筆  

第２１回 

論作文「公務員にもとめられること」 

pp.84-87 
事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第２２回 

面接「これまでの体験について」P127 
事前学習 

自分自身のことについて面接テキストに記

入  

事後学習 テーマに沿って面接テキストを加筆  

第２３回 

論作文「失敗や苦労から学んだこと」 

pp.88-91 
事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第２４回 

面接「保育を学んだことについて」 

P128 事前学習 
自分自身のことについて面接テキストに記

入  

事後学習 テーマに沿って面接テキストを加筆  

第２５回 
論作文「最近の報道から考えたこと」 

pp.92-95 

事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第２６回 

面接「保育の専門性に関すること」P129 
事前学習 

自分自身のことについて面接テキストに記

入  

事後学習 テーマに沿って面接テキストを加筆  

課題研究

１ 

専門知識 子どもと家庭福祉②専門試験 PP.76～99についての確認プリントを作成して渡すので、回答して提出 

実施時期：第６回の授業終了時 

提出期限：第７回の授業開始時 

事後学習 復習に励み自身の専門性についての振り返りや補いを行う 

課題研究

２ 

専門知識 社会福祉 ②専門試験 PP.100～125についての確認プリントを作成して渡すので、回答して提出 

実施時期：第７回の授業終了時 

提出期限：第８回の授業開始時 

事後学習社会福祉についての復習に励み、保育士資格を活用して就職する場合の専門知識の強化につとめる。 
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課題研究

３ 

補講授業を実施する 

授業内容「面接「自治体や法人への志望動機について P124」 

実施時期 設定できる補講日 

事前学習 自身が志望しようと考えて自治体・並びに幼稚園・保育所のＨＰなどを打ち出し熟読して持参すること 

事後学習 面接ノートなどの作成を行い、自身のライフプランを考えて受験の準備にいかす 

 

課題研究

４ 

補講授業を実施する 

授業内容「論作文『私がめざす理想の保育―今春のコロナウイルスなどの非常時にどのような対応をするのか―」 

実施時期 設定できる補講日 

事前学習 新聞・ネットニュースや解説などの情報を調べて参加 

事後学習 専門職としての危機管理などの問題についてのディスカッションなども行う 
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１．科目名（単位数） 保育キャリア展開演習 （2単位） 
３．科目番号 

GECD3116 

GECD3416 ２．授業担当教員 ティームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習と保育キャリア応用演習を終了していることが基本です。 

７．講義概要 

保育者として必要な専門科目を十分に理解し、基礎的な知識の確認を行い、現場で生かすことのできる力を習

得することを目的とする。第１に保育・教育における基礎概念や法規などの十分な理解を図る。第２に現場の実

践状況を具体的に理解し、実践の場でのコミュニケーション能力を向上させる。第３に保育・教育に携わる者と

しての基本的な知識を復習し、保育士や幼稚園教諭、保育教諭などの採用試験に役立つ基礎学力を強化する。 

８．学習目標 

１、現場理解と保育実践力を身に着ける。 

２、実践（実習）からの学習を解釈し、実践力を向上させることができる。 

３、実務に必要な態度や能力の習得をする。 

４、論理的問題解決力を身に着ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

演習で触れた問題の復習に励み、記憶すべきことをしっかりと記憶するようにすること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用専門試験』一ツ橋書店 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

   １保育のかかる基本的な知識を習得しているか 

   ２保育の専門性獲得への意欲があるか 

○評定方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

基本的に前年の単位を取得できなかった人のための講座です。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
専門知識保育原理  

専門試験 PP.20 ～43の一部 
事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２回 
専門知識教育原理  

専門試験 PP.44～57の一部 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第３回 
専門知識 社会的養護① 

専門試験 PP.58～75の一部 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第４回 
専門知識 子どもと家庭福祉① 

専門試験 PP.76～99の一部 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第５回 
専門知識 社会福祉 ① 

専門試験 PP.100～125の一部 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第６回 
専門知識 保育の心理学 ① 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第７回 
専門知識 保育の心理学 ② 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第８回 
専門知識 子どもの保健① 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第９回 
専門知識 子どもの食と栄養① 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１０回 
専門知識 子育て家庭支援論① 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１１回 
専門知識 子育て家庭支援論② 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１２回 
専門知識 保育内容① 

専門試験 PP.214～235 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 
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第１３回 
専門知識 保育内容② 

専門試験 PP.214～235 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

 

学習課題 

１ 

すいすい専門試験テキスト PP288～319 の模擬試験問題から基本的な問題をプリントにして渡すので、指示されたように回

答し、提出する。 

実施時期：第６回の終了時に詳細につては説明 

提出期限：第７回の開始時 

事後学習：自身のキャリア形成に合わせて専門知識の振り返りを行う 

学習課題 

２ 

課題研究「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」の第１章を読み、幼児期に育つべき１０の力について、なぜ共通に設定され

ているのかを具体的に２つの力を選び自身の考えを記述する 

実施時期「第１０回の終了時に詳細を説明・記述用紙の配布」 

提出期限 第１１回の開始時 

事後指導 添削指導後、自身のキャリアを考えながら専門性をどのように磨くかなどについて考えを深める 
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１．科目名（単位数） 保育キャリア展開演習 （4単位） 
３．科目番号 

GECD3116 

GECD3416 ２．授業担当教員 ティームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習と保育キャリア応用演習を終了していることが基本です。 

７．講義概要 

保育者として必要な専門科目を十分に理解し、基礎的な知識の確認を行い、現場で生かすことのできる力を

習得することを目的とする。第１に保育・教育における基礎概念や法規などの十分な理解を図る。第２に現場

の実践状況を具体的に理解し、実践の場でのコミュニケーション能力を向上させる。第３に保育・教育に携わ

る者としての基本的な知識を復習し、保育士や幼稚園教諭、保育教諭などの採用試験に役立つ基礎学力を強化

する。 

８．学習目標 

１、現場理解と保育実践力を身に着ける。 

２、実践（実習）からの学習を解釈し、実践力を向上させることができる。 

３、実務に必要な態度や能力の習得をする。 

４、論理的問題解決力を身に着ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

演習で触れた問題の復習に励み、記憶すべきことをしっかりと記憶するようにすること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用専門試験』一ツ橋書店 

     保育士幼稚園教諭論作文・面接対策ブック  実務教育出版 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

   １保育のかかる基本的な知識を習得しているか 

   ２保育の専門性獲得への意欲があるか 

○評定方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育者やその関係施設などにおける専門教養の確認と、実習などの充実を図るのに必要な基礎的な確認を問題

演習で行うので、予習や復習を行い確かな知識を持つことを目的として参加してください。 

13．オフィスアワー 各担当の先生方の研究室に提示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
専門知識保育原理 ① 

専門試験 PP.20 ～43 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２回 
専門知識保育原理 ② 

専門試験 PP.20～43 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第３回 
専門知識保育原理 ③ 

専門試験 PP.20 ～43 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第４回 
専門知識教育原理 ① 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第５回 
専門知識教育原理② 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第６回 
専門知識教育原理③ 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第７回 
専門知識 社会的養護① 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第８回 
専門知識 社会的養護② 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第９回 
専門知識 社会的養護③ 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１０回 
専門知識 子どもと家庭福祉① 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１１回 
専門知識 子どもと家庭福祉② 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 
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第１２回 
専門知識 子どもと家庭福祉③ 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１３回 
専門知識 社会福祉 ① 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１４回 
専門知識 社会福祉 ② 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１５回 
専門知識 社会福祉 ③ 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１６回 
専門知識 保育の心理学 ① 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１７回 
専門知識 保育の心理学 ② 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１８回 
専門知識 保育の心理学③ 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１９回 
専門知識 子どもの保健① 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２０回 
専門知識 子どもの保健② 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２１回 
専門知識 子どもの保健③ 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２２回 
専門知識 子どもの食と栄養① 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２３回 
専門知識 子どもの食と栄養② 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２４回 
専門知識 子育て家庭支援論① 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２５回 
専門知識 子育て家庭支援論② 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２６回 
専門知識 子育て家庭支援論③ 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２７回 
専門知識 保育内容① 

専門試験 PP.214～235 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２８回 
専門知識 保育内容② 

専門試験 PP.214～235 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

課題研究 

１ 

スイスイ専門試験 PP.288~300 の模擬試験問題を指定の回答用紙に記入して提出 

実施時期：第６回の授業終了時（詳細は、授業終了時に説明 

提出期限：第８回の授業開始時 

事後指導：自身のキャリア形成に合わせて、学習事項を見直し、確実な力がつくように復習を行う 

課題研究 

２ 

論作文「私がめざす理想の保育士」ということについて専門教養を学習してみてどのように考えるか記述して提出する。 

実施時期第１２回の授業終了時 

提出期限第１３回の授業開始時 

事後指導：添削をして返却するので、保育士に求められている力や資質についての考えを深める 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育原理 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2107 

２．授業担当教員 太田 節子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 乳幼児期における保育・教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うきわめて重要なものである。その

ことを踏まえて本科目では、なぜ重要な意味をもつのかについて､様々な観点から理解できるようにする。 

保育の意義とその思想、保育の歴史的変遷､子どもの発達特性、保育理論と実践との関連などについて概

説し、「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を基本的資料とし

て､保育の原理、目的、目標、内容、方法、計画、評価について理解する。さらに、現代的保育ニ－ズや子

育て支援に関する基本を習得する。 

８．学習目標 

１．保育の目的、目標、内容、方法を理解し、説明することができる。 

２．保育の歴史的変遷、その思想についての知識を身に付ける。 

３．保育実践の土台となる子ども観、保育観、発達観について理解し、説明することができる。 

４．子ども理解の重要性、個の特性に応じた望ましい援助について習得する。 

５．環境を通して行う保育について理解し、具体的な実践方法を習得する。 

６．保育の現状を知り、現代社会における保育ニ－ズや子育て支援について理解し､説明することができ

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

・受講者の学習状況に応じて、保育所保育指針、幼稚園教育要領に関する課題を提示する。 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 

民秋言他編著『保育原理』北大路書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

【参考書】 

『保育所保育指針』厚生労働省。『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』内閣府、文科省、厚労省 

『幼稚園教育要領』文部科学省。 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

〇成績評価の規準 

１．保育の目的、目標、内容、方法を理解し、説明することができるか。 

２．保育の歴史的変遷、その思想についての知識を身に付け、説明できるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の２０％ 

２ 期末試験（または期末レポ－ト） 総合点の５０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の１０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人間形成の基礎をつくる乳幼児期の子どもにかかわる保育者は、子どもたちに多大な影響を及ぼす存在

となります。未来を担う子どもたちのためにも授業は真剣に臨み、疑問を抱いた時には大いに質問し、学

習を深めることを期待します。保育の勉強には、「議論すること」が効果をあげます。ディスカッションで

は、自分の意見を遠慮なくぶつけて、自分自身のなかでの子ども観や保育観をしっかり築いていけるよう

にしましょう。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
保育とは何かを知り、養護と教育の意味、養護と

教育の一体化の意味を理解する。 

事前学習 
「保育所」と「幼稚園」の社会的役割について調べて

おく。 

事後学習 
授業内容を復習し、「養護と教育の一体化」の意味を

理解する。 

第２回 
諸外国の保育の歴史的変遷、保育思想について学

び、現代の保育への示唆を得る。 

事前学習 ヨーロッパの保育の歴史について、調べておく。 

事後学習 
コメニウスからフレーベルの思想について、要点を

まとめる。 

第３回 
日本の保育の歴史的変遷、保育思想について学

び、現代の保育への示唆を得る。 

事前学習 日本の保育の歴史について調べる。 

事後学習 
モンテッソーリと倉橋総三の思想について、要点を

まとめる。 

第４回 

保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認

定こども園教育・保育要領をもとに、保育の目的・

目標、ねらいについて理解する。 

事前学習 

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領のそれぞれの第１章を読み、理

解する。 

事後学習 保育の目的・目標・ねらいの関係を復習する。 



 

 

第５回 

保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認

定こども園教育・保育要領をもとに、保育の内容、

方法について理解する。 

事前学習 

幼稚園教育要領の第２章、保育所保育指針第２章、幼

保連携型認定こども園教育・保育要領第２章を読み､

理解する。 

事後学習 
保育の方法と内容の密接な関係を理解する。保育の

両義性の例を考える。 

第６回 

子ども観、保育観について理解する。「子ども」

や「保育」の捉え方が、保育内容・方法へどのよ

うな影響を及ぼすのかを理解する。 

事前学習 子ども観、保育観の意味を調べる。 

事後学習 自身の子ども観や保育観について考えをまとめる。 

第７回 

発達観について理解する。発達の捉え方が、保育

内容・方法へどのような影響を及ぼすのかを理解

する。５領域の意味を理解し、発達を総合的に援

助する重要性を習得する。 

事前学習 「発達」の定義について調べる。 

事後学習 
授業での事例をもとに、自身の発達観を検証してみ

る。 

第８回 
遊びの意味や特徴を学び、幼児期の遊びの重要性

について知る。 

事前学習 
身近な幼児の遊びを観察し、気づいた点や特徴をメ

モする。 

事後学習 
遊びと学びの関係を理解し、学びを引き出すための

望ましい援助方法を理解する。 

第９回 

保育の環境を理解し、環境を通して行う保育の意

味を知り、現場での具体的な実践方法を習得す

る。 

事前学習 
保育の環境にはどのようなものがあるかを記述す

る。 

事後学習 環境による保育の効果を考察する。 

第１０回 
教育課程、全体的な計画について理解し、その構

造を知る。 

事前学習 
教科書の教育課程、全体的な計画について記述され

ている箇所を読み、その意味を理解する。 

事後学習 保育に計画が必要な理由を理解する。 

第１１回 
指導計画の構造と作成上の留意点について理解

する。 

事前学習 教科書の「指導計画」の箇所を読み、理解する。 

事後学習 
指導計画の具体例のプリントを丁寧に読み、発達過

程による違いを検証する。 

第１２回 
現代的保育ニーズと子育て支援、保育政策につい

て知る。 

事前学習 
厚労省のホームページから「子ども・子育て関連３

法」について調べる。 

事後学習 

子育て支援に関連する保育政策は、どのような点を

重視しているか、それはなぜかを考え、記述し、問題

点をあげる。 

第１３回 授業のまとめをする。 

事前学習 子どもの視点に立って、現在の保育政策を検証する。 

事後学習 

制度のなかで仕事に携わる保育者として、子どもや

保護者、地域に何を提供することが求められている

かを考え、レポートにまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ１：第８回の講義内容である５領域の視点をふまえて、「生活や遊びを通して発達を総合的に指導・援

助する」とはどのようなことなのか、生活や遊びの事例をあげて説明する。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1,600 字程度） 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を行う。その後も質問は授業にて随時受け付ける。 

事後学習：レポート提出後、その後に授業で学んだ事柄をノートにまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ２：「子どもをとりまく状況と保育の現状」について教科書第１０章「現代の保育の課題」１節～２節

を読み、まとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1,600 字程度） 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を行う。その後も質問は授業にて随時受け付ける。 

事後学習：レポート提出後、その後に授業で学んだ事柄をノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育原理 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2107 

２．授業担当教員 吉川 晴美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

 乳幼児期における保育・教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うきわめて重要なものである。そのこ

とを踏まえて本科目では、なぜ重要な意味をもつのかについて､様々な観点から理解できるようにする。 

保育の意義とその思想、保育の歴史的変遷､子どもの発達特性、保育理論と実践との関連などについて概説

し、「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を基本的資料として､

保育の原理、目的、目標、内容、方法、計画、評価について理解する。さらに、現代的保育ニ－ズや子育て支

援に関する基本を習得する。 

８．学習目標 

１．保育の目的、目標、内容、方法を理解し、説明することができる。 

２．保育の歴史的変遷、その思想についての知識を身に付ける。 

３．保育実践の土台となる子ども観、保育観、発達観について理解し、説明することができる。 

４．子ども理解の重要性、個の特性に応じた望ましい援助について習得する。 

５．環境を通して行う保育について理解し、具体的な実践方法を習得する。 

６．保育の現状を知り、現代社会における保育ニ－ズや子育て支援について理解し､説明することができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．「自分の通った園の保育について」のプリント 
２．保育の現状と課題についてのレポート、 
３．保育所・幼稚園・認定こども園の比較と考察、 
４．保育場面におけるかかわり方． 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 
武藤安子、吉川晴美、松永あけみ『家庭支援の保育学』建帛社、2010。 
『幼稚園教育要領』、『保育所保育指針』『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』フレーベル館、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．保育の目的、目標、内容、方法を理解し、説明することができるか。 

２．保育の歴史的変遷、その思想についての知識を身に付け、説明できるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の２０％ 

２ 期末試験（または期末レポ－ト） 総合点の５０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の１０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

保育原理は難しくありません。実際の場面やロールプレイ、自分で調べたことなどから、保育において大切
にしたい基本的な考え方について、学んでいきましょう。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 自分の通った園についてふりかえる 
事前学習 自分の通った園の現状を調べる 

事後学習 園の方針、保育内容、特色をまとめる 

第２回 保育とは何か 
事前学習 自分の受けた保育からその特色に気づく 

事後学習 保育の重要性について実感する。 

第３回 保育の意義と目標 
事前学習 教科書、配布資料を読む 

事後学習 具体的場面から保育の意義と目標を復習する 

第４回 保育の現状と課題 
事前学習 報道等から、今日の保育をとりまく現状、問題点に気づく 

事後学習 保育の現状と課題についてレポートする 

第５回 
保育の歴史と思想① 
（コメニウス、ルソー） 

事前学習 教科書、配布資料の該当部分を読む 

事後学習 該当する人物について調べ内容を深める 

第６回 
保育の歴史と思想② 
（モンテッソーリ、フレーベル 

事前学習 教科書、配布資料の該当部分を読む教科書を読む 

事後学習 該当する人物について調べ内容を深める 

第７回 
保育の歴史と思想③ 
（シュタイナー、倉橋惣三 

事前学習 教科書、配布資料の該当部分を読む 

事後学習 該当する人物について調べ内容を深める 

第８回 保育の原理 
事前学習 歴史、現在に流れる保育の原理に気付く。 

事後学習 実際の保育場面から保育原理を導く 

  



 

 

第９回 
保育の場―幼稚園、保育所、認定子ど
も園 

事前学習 幼稚園、保育所、認定こども園を知る 

事後学習 幼稚園、保育所、認定こども園を調べ深める 

第１０回 
保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼
保連携型認定こども園教育・保育要領
における基本的な考え方① 

事前学習 
保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教
育・保育要領を読む 

事後学習 
保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教
育・保育要領の特色に気付く 

事後学習 
実際の園の保育と保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携
型認定こども園教育・保育要領との関連性を理解し、深める 

第１１回 集団保育の意義 
事前学習 具体的事例から、幼児の集団の意義を考える 

事後学習 ビデオ資料等の事例から集団保育の意義を理解し、まとめる。 

第１２回 集団保育の形態と方法 
事前学習 

教科書、配布資料の保育事例場面から形態と方法について考え
る 

事後学習 保育事例場面から集団保育の形態と方法を理解し、まとめる。 

第１３回 
集団保育における子ども理解と保育者
のかかわり方 

事前学習 実際の保育場面におけるエピソードの抽出 

事後学習 
エピソードから子どもと保育者のかかわりについて理解し、ま
とめる。 

事後学習 今までの学習内容を理解しまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ 第 11回 保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領における基

本的な考え方についてレポートにまとめ提出させる。 

Ａ4 用紙 1 枚（1400 字）程度。 

実施時期：第 10 回の授業後に実施させる。 

提出期限：第 11 回の授業時に持参させ、第 11回の授業のテーマ 集団保育の意義と関連させ、グループワークによ

り、各自レポートの内容を点検、意見交換しあい、また教師からも適宜指導する。授業終了後に提出す

る。 

事後学習：レポート作成と添削指導、質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：第 15回の授業 まとめー集団保育の実践 について授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開

始後に決定する。 

事前学習：今までの授業をふりかえり、実際の集団保育の場面から重要な保育の原理をまとめる。  

事後学習：今までの学習内容を理解しまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
SSOT3481 

SCOT3481 
２．授業担当教員 齋藤 厚子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅰ（保育所）の意義･目的・内容・方法を理解する。児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育

士の役割を理解する。さらに実習課題の明確化、実習記録の意義・方法の理解、実習施設の理解を図る。指

導計画を立案し、実践に必要な準備を行う。実習後には、実習総括・評価を行い、新たな学習目標・課題を

明確化する。 

８．学習目標 

「保育実習指導Ⅰ（保育所）」が終了した時点で、下記目標の達成が期待される。 
１．児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育士の役割を明確にする。 

２．実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができる。 

３．指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につける。 

４．演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することができる。 

５．保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、

実習に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得する。  

６．保育士としての職業倫理と子どもの最善の利益の具体化について学び、説明することができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

実習への準備をする科目であるので、自己をふりかえり自己課題をみつけ実習指（模擬実習指導案、教材研
究、記録の書き方など）課題として提出する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 
岡本幹彦他編『福祉施設実習ハンドブック』（株）みらい、2013。 

関口はつ江編『学びをいかす保育実習ハンドブック（実習の手引き）』大学図書出版、2012。 
【参考書】 
東京福祉大学社会学部発刊『保育実習の手引き』 （授業中に配布予定） 

東京福祉大学社会学部発刊『保育実習 学習の手引き』（授業中に配布予定） 
厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館、2008。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができるか。  

2.指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につけるか。 

○評定の方法 

 個別の授業態度、グループ活動への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1.授業態度 ５０％ 

2.各提出物 ５０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

保育実習は、これまで履修した科目の学習を前提として行われます。今までの学習全てを現場でフル活用し
ていく心構えで授業に臨んで下さい。実際に子どもの目の前に立つ皆さんは、子どもにとって一人の大人の

モデルとなります。保育者は全人格を問われる職業であることを自覚して、実習事前・事後それぞれに自己
課題を明確にもち、実践力を身につけて下さい。さらに実習終了後は、現場での学習を保育理論と統合し、
今後履修する科目の学習の糧にしていってほしいと思います。 

13．オフィスアワー 

後日インフォメーションします。 

メールアドレス：atsaito@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 
研究室: 13号館 8階 984 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲそれぞれの目的と授業概要、実習

の流れを理解する。 

事前学習 
教科書「保育実習ハンドブック」第 1章 実習と
は何か（pp.7～20）を熟読してくること。 

事後学習 保育実習Ⅰの実習目標を復習する。 

第２回 
実習におけるマナーとルールについて理解し、実習に
向けての基本姿勢の形成を図る。 

事前学習 
『保育実習の手引き』の「実習に関する基本的ル

ール」及び「留意事項」の箇所を読み、理解する。 

事後学習 基本姿勢を生活の中でも意識し実践する。 

第３回 
保育所実習オリエンテーションへの準備を通して、保
育所実習の実習課題を明確にする。 
 

事前学習 
『保育実習の手引き』のなかの保育所実習Ⅰの実
習目標を読み、理解する。 

事後学習 保育所実習自己課題を明確にする。 

第４回 

保育実習の基礎知識を学び、保育所の一日の流れを把

握する。 
乳幼児の発達の特徴と年齢別による保育の留意点を
理解する。 

事前学習 
『保育所保育指針』のなかの年齢別発達の箇所を

読み、理解する。 

事後学習 
保育所のデイリープログラムのサンプルを読み、

保育所生活の一日の流れを把握する。 

第 5回 
保育所実習における記録の意義を理解し、実習記録の
望ましい記述方法を身につける。 

事前学習 
保育実習に関する教科書の「実習日誌」の箇所を
読み、理解する。 

事後学習 
授業で視聴したＶＴＲのなかの「子どもの姿」に

ついて記録したエピソードを清書する。 
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第６回 
部分・責任実習について理解し、指導計画の理解と立

案方法を習得する。 

事前学習 
保育実習に関する教科書の「指導案」の箇所を読
み、理解する。 

事後学習 
課題とする指導案を立案し、模擬保育に備えで検

討する。 

第７回 
指導案作成に基づき模擬保育を実践し、省察を行い、
望ましい援助とは何かを理解する 

事前学習 模擬保育に向けて教材等準備を行う。 

事後学習 
模擬保育の反省を行い、実践に関する自己課題を

明確にする。 

第８回 
保育所実習後の反省と新たな学習課題について、ワー
クシートにまとめ自己課題を明確にする。 

事前学習 
保育所実習を振り返り、省察の内容をまとめ、自

己課題を考察する。 

事後学習 
保育所実習の反省をふまえて、保育実習Ⅱ・Ⅲに

向けて、自己課題を明確にする 

第９回 保育所実習のまとめの発表とデ意見交換 

事前学習 各自発表シートの作成 

事後学習 
発表と意見交換を通して改めて今後の課題を明

確にする。 

第１０回 映像等を通して施設種別ごとの支援内容を理解する 

事前学習 施設種別ごとの資料を熟読しておく。 

事後学習 施設の役割と支援内容についてまとめる。 

第１１回 
施設実習オリエンテーションへの準備を通して、実習
施設別の目的と内容を理解し、自らの実習課題を明確
にする。 

事前学習 
『保育実習の手引き』のなかの実習オリエンテー
ションへの準備、必要とする持ち物、の箇所を読

み、必要なものを準備する。 

事後学習 施設実習自己課題をまとめる。 

第１２回 
施設実習における記録の意義を理解し、実習記録の望
ましい記述方法を身につける。 

事前学習 
施設実習に関する教科書の「実習日誌の書き方」

の箇所を読み、理解する。 

事後学習 

『保育実習 学習の手引き』のなかの「実習記録

について」及び「実習記録の提出にあたって」を

読み、復習する。 

 

 
第１３回 授業のまとめ 

事前学習 
保育実習Ⅰを総合的に振り返り、保育士の専門性
と自己課題について考察する。 

事後学習 
保育士の専門性と自己課題について、レポートに

まとめる。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：保育実習における自己課題とそれを達成するために必要と考える具体的な事前学習についてまとめな

さい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1.440 字程度） 

実施時期：第 2 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 3 回の授業時に提出する。 

     提出後、レポート内容についての添削、質疑応答、意見交換を第 3 回目の授業にて行う。 

事後学習：レポート作成及び質疑応答、意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：年齢に合った絵本の選び方と読み聞かせの工夫について書籍やインターネットを通して情報を入手し

てまとめるとともに、実際に読み聞かせの練習を行いその感想をまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1.440 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 4 回の授業時に提出する。 

     提出後、レポート内容についての添削、質疑応答、意見交換を第 4 回目の授業にて行う。 

事後学習：レポート作成及び質疑応答、意見交換を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP4252 

２．授業担当教員 太田 節子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習指導Ⅰで学んだ実習現場の知識及び保育実習への基本的姿勢・基礎知識を基盤として、「保育

実習Ⅱ」に必要な専門知識・保育技術及び関連知識を身につけることをねらいとする。現場での実習の

充実を図るため、実習の目的や内容を明確にし、言語化、文章化ができるよう事前準備を行う。具体的

な取り組みとしては、保育実習Ⅰ（保育所）の総括・評価を行い、自己の新たな学習目標・課題を明確

化する。また、責任実習に向けて指導計画の立案とその相互批評を行い、計画を基にした模擬保育など

により実践力を身につける。実習後には振り返りを行い、保育の担い手としての心構えを今一度明らか

にする。 

８．学習目標 

「保育実習指導Ⅱ（保育所）」が終了した時点で、下記目標の達成が期待される。 

１．保育実習の意義と目的を理解し、説明できる。 

２．保育実習Ⅰや他教科の内容との関連性を理解し、説明できる。 

３．保育実習Ⅰの総括・評価を通じて保育実習Ⅱに向けた自己の新たな学習目標・課題が明確化される。 

４．実習に直結する具体的な知識・技能を体得し、保育の実際への理解を深め、実践することができる。 

５．責任実習に向けて指導計画の立案演習と模擬保育により、実習への実践的能力が高まる。 

６．実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、保育を総合的に省察する能力が身につく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・「保育実習Ⅱに向けた自己の課題と計画」について 

・「保育士に求められる専門性と自己の目指す保育士像」について 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

関口はつ江他編著『Ｑ＆Ａで学ぶ保育・教育実習―保育のエクスパートを目指して―』サンウェイ出版 

東京福祉大学社会福祉学部『保育実習の手引き』 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に対する参加態度（出席状況、授業に臨む姿勢、個別学習・グループ学習における課題への取

り組み）は意欲的であったか。 

２．提出物の期日は順守できたか、取り組みの内容は十分なものであったか。 

３．テーマに沿って分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

○評定の方法 

１．授業態度（欠席、遅刻、途中退出含む） 50% 

２．提出物（提出期限厳守）とその内容 20% 

３．期末レポート 30% 

 なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

 以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

今まで学習してきたことの集大成ともいえるのが保育実習Ⅱです。そして，今回の実習は学生として保

育実践を通して学べる最後の機会ともいえます。保育実習Ⅰを振り返り自身の課題を明確にし，課題克

服に向けた自主的な学習を望みます。授業では指導案の立案，保育活動準備を含めた模擬保育を行いま

す。計画的で十分な授業前準備を望みます。自発的に学習し授業に自主的に取り組むことが，保育者と

しての専門に繋がることを理解し，保育者志望学生として望ましい態度で授業に臨んでください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、授業概要と進め方、保育実習Ⅱ 

の目的と学習目標、望まれる学習態度について 

事前学習 
保育実習(保育所)の実習記録と保育実習の

手引きを用意し，実習の目標を理解する。 

事後学習 学習内容をまとめる。 

第２回 
保育実習Ⅰの省察① 

グループで実習の課題と問題を探る 

事前学習 
実習Ⅰの自己課題を振り返り，内容をまとめ

る。 

事後学習 
グループであげられた課題と自己課題の共

通性をまとめる。 

第３回 
保育実習Ⅰの省察② 

グループで実習の課題と問題の改善策を探る 

事前学習 
保育実習Ⅱの学習目標を踏まえ自己課題の

改善策をまとめる。 

事後学習 
自己課題の改善計画を立てる。 

質疑に備えて，今から発表の準備をする。 

第４回 
課題改善を発表（グループ） 

保育実習Ⅱに向けた課題と改善策の計画 

事前学習 グループで発表の準備を進める。 

事後学習 自己課題の改善計画を見直し施行する。 

  



 

 

第５回 実習記録の書き方の再検討 

事前学習 
実習指導Ⅰで学習した実習記録の書き方を

振り返る。 

事後学習 実習記録の書き方とポイントをまとめる。 

第６回 部分，責任実習の構想と計画 

事前学習 
季節行事，実習先の環境，子どもの発達をま

とめる。 

事後学習 
指導案の意義から役割をまとめ，指導案を構

想する。 

第７回 
模擬保育準備① 

～指導案作成と教材教具の作成～ 

事前学習 
部分・責任実習の内容を構想し，準備に必要

な道具，用具を揃える。 

事後学習 指導計画を再思考し，道具用具を揃える。 

第８回 
模擬保育準備② 

～指導案作成と教材教具の作成～ 

事前学習 模擬保育準備の見通しを立てる。 

事後学習 模擬保育に備え，グループで準備を進める。 

第９回 
模擬保育① 

～グループ発表と意見交換～ 

事前学習 
模擬保育の指導案を復習し必要な物を確認

する。 

事後学習 
模擬保育の内容と他者意見を振り返り課題

と成果をまとめる。 

第１０回 
模擬保育② 

～グループ発表と意見交換～ 

事前学習 
模擬保育の指導案を復習し必要な物を確認

する。 

事後学習 
模擬保育の内容と他者意見を振り返り課題

と成果をまとめる。 

第１１回 
模擬保育③ 

～グループ発表と意見交換～ 

事前学習 
模擬保育の指導案を復習し必要な物を確認

する。 

事後学習 
模擬保育の内容と他者意見を振り返り課題

と成果をまとめる。 

第１２回 
模擬保育④ 

～グループ発表と意見交換～ 

事前学習 
模擬保育の指導案を復習し必要な物を確認

する。 

事後学習 
模擬保育の内容と他者意見を振り返り課題

と成果をまとめる。 

第１３回 

まとめ 保育士に求められる専門性と役割について、

さらに自己の目指す保育士像について考察し、授業の

中でレポートを作成する。 

事前学習 
保育実習Ⅰを含めた振り返りを行い，自己の

将来像を構想する。 

事後学習 
保育士の専門性と自己課題について、レポー

トにまとめる。 

課題研究 

1 

 

課題研究テーマ：第９～１２回の演習を振り返り、演習の評価を行い、「保育実習Ⅱ」に求められる実習生の資質・能

力を考察する。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1,600 字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を行う。その後も質問は授業にて随時受け付ける。 

事後学習：レポート提出後、その後に授業で学んだ事柄をノートにまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第９～１２回の演習を振り返り、課題研究１をふまえて自己課題を明確にし、今後の学習計画を立

てる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1,600 字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を行う。その後も質問は授業にて随時受け付ける。 

事後学習：レポート添削の確認後、学んだ事柄をノートにまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育児童学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GEBS1106 

２．授業担当教員 太田 節子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

 本科目では、人間の生涯発達のなかの初期段階である乳幼児期について、その発達の様相を学び､子ども
が育つことの本質を考えるとともに、子どもを育てることの意義について理解する。すなわち、子どもは
人的環境をはじめ様々な環境とのかかわりのなかで育つが、特に｢愛着と自立｣の観点から考える。また、

子どもは生活の中で育つことから、今日の生活環境の変化を背景として「育つ」「育てる」の関係も変化し
ていることを踏まえ、子どもの発達のしかたの実情に基づいて､保育者に求められるあり方について考え
る。 

８．学習目標 

１．人間の子どもの生物学的な特徴を理解し、乳幼児期の愛着の重要性と自立への道筋を理解する。 
２．子どもの育ちの過程を成熟と保育的かかわりの相互作用として捉えることができる。 
３．子どもの内面とその表現の特徴を理解し、子どもの個性や主体性を育てる保育について考えることが

できる。 
４．子どもが育つ場（家庭、保育施設、地域社会など）の役割と連携や今日的課題について考えることが

できる。 
９．アサイメント 
（宿題）及びレポー
ト課題 

授業での学習状況に応じて、課題を課す。 

10．教科書・参考書・
教材 

【参考書】 
厚生労働省『保育所保育指針解説』文部科学省『幼稚園教育要領解説』内閣府・文科省・厚労省『幼保連
携型認定こども園教育・保育要領』 
東京福祉大学編「保育児童福祉要説」中央法規 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．人間の子どもの生物学的な特徴を理解し、乳幼児期の愛着の重要性と自立への道筋を理解し、説明で

きるか。 

２．子どもの育ちの過程を成熟と保育的かかわりの相互作用として捉えることができるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の２０％ 

２ 期末試験（または期末レポ－ト） 総合点の４０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

この科目は、皆さんが保育を勉強するにあたり最初に出会う科目です。保育者になりたい、という夢を今
後４年間の学習により実現するために、現在の保育に対する新鮮さ、好奇心、意欲、興味・関心を大切に
持ち続けて授業に臨んで下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業の目的、内容、望まれる学習態度等の説
明。 
各自の保育者志望の理由を確認する。 

事前学習 保育者になりたいと思った理由を確認する。 

事後学習 
授業で説明した保育者になるために必要な学習態度を復習
し、自己課題を考える。 

第２回 
保育とは何かについて具体例から理解す
る。 

事前学習 保育所保育指針第１章を読んでおく。 

事後学習 保育の意味を復習し、理解する。 

第３回 
「子ども」という存在について考察し、愛着
の重要性と自立への道筋を理解する。 

事前学習 「子ども」という存在の特徴を考えてくる。 

事後学習 授業で行った「子ども」という存在の見方を広げ、深める。 

第４回 乳幼児期の重要性を理解する。 
事前学習 自身の幼児期を振り返り、記憶している体験を呼び起こす。 

事後学習 乳幼児期の重要性を自身の体験と重ねて考える。 

第５回 「発達とは何かについて理解する。 
事前学習 「発達の定義」について調べておく。 

事後学習 「発達の原理」について復習する。 

第６回 
乳幼児の発達の姿を観察する意義を学び、
保育施設の役割を理解する。 

事前学習 乳幼児の発達の個人差について調べておく 

事後学習 乳幼児の発達に即した対応の重要性を復習する。 

第７回 
乳幼児への観察をもとに、発達過程と個々
に応じた対応の重要性を理解し、保育環境
について知識を深める。 

事前学習 現場を観察するために必要な準備と心構えを確認する。 

事後学習 
観察学習を振り返り、子どもの発達過程について発見した
事柄を記述する。現場の乳幼児を観察し、乳幼児への理解
を深める。 

第８回 
乳幼児にとって望ましい環境とは何かを、
現場の観察をもとに考察し、議論し、理解を
深める。 

事前学習 
保育環境にはどのようなものがあるのか現場観察をもとに
考察する。 

事後学習 子どものために望ましい環境とは何かを復習する。 

第９回 子どもの育ちの姿① ０歳児 
事前学習 ０歳児の特徴をまとめておく。 

事後学習 ０歳児の特徴を復習する。 

第１０回 子どもの育ちの姿② １、２歳児 
事前学習 １、２歳児の特徴をまとめておく。 

事後学習 １，２歳児の特徴を復習する。 



 

 

 

第１１回 子どもの育ちの姿⑤ ３歳児 
事前学習 ３歳児の特徴をまとめておく。 

事後学習 ３歳児の特徴を復習する。 

第１２回 子どもの育ちの姿⑥ ４，５歳児 
事前学習 ４，５歳児の特徴をまとめておく。 

事後学習 ４，５歳児の特徴を復習する。 

第１３回 授業のまとめ 
事前学習 今までの授業についての質問事項を拾い出しておく。 

事後学習 今までの授業について振り返り、まとめる。 

課題研究 
1 

課題研究テーマ：子どもが育つ場としての家庭は、どのような役割を果たすべきなのかを考え、自身の経験もふまえて

記述し、保育施設との連携の重要さも考察する。  

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1,400 字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１５回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を行う。その後も質問は授業にて随時受け付ける。 

事後学習：レポート提出後、添削指導と授業での意見交換から学んだ事柄をノートにまとめる。 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：子どもが育つ場としての地域社会は、どのような役割を果たすべきなのかを考え、自身の経験もふま

えて記述し、保育施設との連携の重要さも考察する。  

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1,400 字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１５回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を行う。その後も質問は授業にて随時受け付ける。 

事後学習：レポート提出後、添削指導と授業での意見交換から学んだ事柄をノートにまとめる。 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教員　　特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　幼稚園での教諭や主任、音楽学校の幼児教育科としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT4483 

SCOT4483 

SJMP4253 ２．授業担当教員 齋藤 厚子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅲの意義･目的・内容・方法を理解する。児童福祉施設の種類及び機能と保育士の役割を理解する。

さらに実習課題の明確化、実習記録の意義・方法の理解、実習施設の理解を図る。指導計画を立案し、実践

に必要な準備を行う。実習後には、実習総括・評価を行い、新たな学習目標・課題を明確化する。 

８．学習目標 

1.児童福祉施設の種類及び機能と保育士の役割を明確にする。 

2.実習に臨む際の目標を明確化し、それを達成するための具体的方策を考えることができる。 

3.実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができる。 

4.演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することができる。 

5.保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、実

習に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・実習Ⅲに向けての自己課題レポート 

・実習施設についての事前学習レポート 

・振り返りシートの作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特に指定せず。レジュメ、必要な文献のコピーにて実施。 

【参考書】 

小林保子 立松英子『保育者のための障害児療育』学術出版会、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.児童福祉施設の種類及び機能と保育士の役割を明確に出来たか。 

2.実習に臨む際の目標を明確化し、それを達成するための具体的方策を考えることが出来たか。 

3.実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することが出来たか。 

4.演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することが出来たか。 

5.保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、実

習に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

1.授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

2.実習後指導のレポート   総合点の４０％ 

3.日常の学習状況      総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

最後の実習に向けて、実習Ⅰの振り返りをしっかりと行い自己課題を明確にしてください。遅刻や欠席はし

ない、提出物の期日を守るなどの基本的姿勢はもちろんのこと 3 回目の実習としての自覚をもって取り組む

こと。 

13．オフィスアワー 

後日伝えます。 

メールアドレス：atsaito@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

研究室: 13号館 8階 984 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

授業の進め方と課題内容の確認 

実習施設についての確認 

事前学習 実習Ⅰの記録を読み返しておく。 

事後学習 実習Ⅰの振り返りをまとめる。 

第２回 
実習Ⅰの振り返りを通して実習Ⅲの自己の課題を明

確にする。 

事前学習 実習Ⅲの課題を具体化しておく。 

事後学習 
他者の意見を通して再度実習Ⅲの自己課題につ

いて考察する。 

第３回 
実習Ⅲの配属施設についての機能と役割について明

確にするとともに実習目標を具体化する。 

事前学習 配属施設について調べ施設の機能を理解する。 

事後学習 配属施設についての自己の理解度を点検する。 

第４回 
実習記録の書き方について振り返り、最終実習にふさ

わしい記録について考察する。 

事前学習 
実習Ⅰの記録から、記録を書く際の課題を具体的

に抽出する。 

事後学習 改めて記録の意義と留意点についてまとめる。 

第５回 配属施設で必要とされる援助技術について理解する。 

事前学習 
種別ごとの支援内容について具体的に抽出して

おく。 

事後学習 
求められる支援技術を身につけるための実践課

題を具体的にまとめる。 

第６回 

 

模擬指導案及び支援計画の目的と作成方法を理解す

る。 

 

 

事前学習 指導案・支援計画作成の準備を行う。 

事後学習 指導案・支援計画作成の要点をまとめる。 

mailto:atsaito@ed.tokyo-fukushi.ac.jp


 

 

第７回 指導案・支援計画を作成する。 
事前学習 指導案・支援計画作成のための準備をする。 

事後学習 指導案・支援計画の最終修正を行う。 

第８回 指導案・支援計画に基づき発表を行う。 
事前学習 発表に向けての仕上げを行う。 

事後学習 発表を振り返り課題をまとめる。 

第９回 
実習Ⅲについて振り返りを行い振り返りシートにま

とめる。 

事前学習 実習Ⅲの振り返りを行っておく。 

事後学習 振り返りシートを完成させる。 

第１０回 振り返りを発表と意見交換 ① 
事前学習 テーマにそった発表の準備 

事後学習 発表から学んだことをふまえ考察を深める。 

第１１回 振り返りを発表と意見交換 ② 
事前学習 テーマにそった発表の準備 

事後学習 発表から学んだことをふまえ考察を深める。 

第１２回 振り返りを発表と意見交換 ③ 
事前学習 テーマにそった発表の準備 

事後学習 発表から学んだことをふまえ考察を深める。 

第１３回 全体討論と総括 
事前学習 

発表を通して学んだことを踏まえ振り返りシー

トを再度まとめ直す。 

事後学習 実習全体を通しての学びをまとめる。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：保育実習Ⅰ（施設）を振り返り自己の課題点を明確にするとともに、その課題を改善するために必要

と考える取り組み内容を具体的に述べなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1.440 字程度） 

実施時期：第１回の授業後に実施する。 

提出時期：第２回の授業の２日前までにメールにて提出すること。 

     提出後、レポート内容についての添削、質疑応答、意見交換を第２回目の授業にて行う。 

事後学習：レポート作成及び質疑応答、意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：実習Ⅲで行く種別施設の抱える困難さや社会的課題について書物やインターネットを通して情報を収

集しまとめるとともに、そのことに対する自己の意見を述べなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1.440 字程度） 

実施時期：第２回の授業後に実施する。 

提出時期：第３回の授業の２日前までにメールにて提出すること。 

     提出後、レポート内容についての添削、質疑応答、意見交換を第３回目の授業にて行う。 

事後学習：レポート作成及び質疑応答、意見交換を通して学んだことをまとめる。 

 



１．科目名（単位数） 保育児童専門演習 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP4172 

２．授業担当教員 保育児童学科教員 

４．授業形態 

演習 

原則として保育児童学科教員全員が分担して、ゼミ形式の授業を行

う。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育の専門性を深めるため、自己の課題を見つけ、グループまたは個人でテーマ、学習目的を設定して指

導教員のもとで主体的に学習する。 

保育にかかわる理論的、実践的研究（文献講読、調査、討論等）、実践活動、実技研修をゼミ形式で行う。

実技の分野においては、研鑽を積んで実践における得意分野を作る一助とする。方法は、①特定の研究テー

マの設定と調査活動の実施、②保育所・幼稚園・福祉施設などにおける実践への参加、保育補助活動を通し

て実践力を高める、③新しい保育実践法（音楽、造形、体育、児童文化等）の開拓、研究を行う、などが想定

される。 

８．学習目標 

１ 保育に関する科目横断的な学習能力を習得する。 

２ 保育に関する現代的課題について、資料収集、現状分析、検討を行えるようになる。 

３ 乳幼児の発達、保育実践法等に関する研究テーマ設定、研究法の学習、個人またはグループで研究課題

に即した研究活動、研究レポート作成を通して、研究の基礎を習得する。 

４ 保育に関わる問題解決のための、総合的考察、判断方法等について学び、問題解決をすることができる。 

５ これまでの自分の学びを振り返り、保育者として必要な知識・技能の確認、定着を図り、応用力を身に

つける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

グループによって活動目的、経過が異なるので、担当教員に任される。 

調査研究結果報告、実践報告、実技習得成果発表等、多様な形式による課題やレポートが課せられる。 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】各担当者によって提示されます。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１保育に関する科目横断的な学習能力を習得する。 

２保育に関する現代的課題について、資料収集、現状分析、検討を行えるようになる。 

３乳幼児の発達、保育実践法等に関する研究テーマ設定、研究法の学習、個人またはグループで研究課題に

即した研究活動、研究レポート作成を通して、研究の基礎を習得する。 

４保育に関わる問題解決のための、総合的考察、判断方法等について学び、問題解決をすることができる。 

５これまでの自分の学びを振り返り、保育者として必要な知識・技能の確認、定着を図り、応用力を身につ

ける。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～５についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生のゼミナールへの参加意欲・態度について、研究計画の進捗状況、ゼミでの発言等から総合的に

評価する。（50％） 

・各受講生のゼミナール参加による知識理解や思考の深まり、研究法の習熟、表現力の向上について、ゼミ

で作成したレポートや実技などから総合的に評価する。（50％） 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

大学生活最後の仕上げの学習として、これまで得た専門的知識や身に付けた実践力をさらに深めましょう。

自ら学ぶ気持ちを持って、個性を生かした活動を目指して、研究へも実践へも一歩踏み込む意欲をもって参

加して下さい。一人ひとりが大切にされ、生かされる関係を作りながら、教員も学生も一緒に学びたいと考

えます。 

13．オフィスアワー 各担当者によって提示されます。 

14．授業展開及び授業内容 

01 幼児体育関連分野 

現場での体育指導の在り方についての調査、観察研究、実践を通しての指導法の学習をする。 

人間が心身共に健康であることについて考察する。 

02 造形、表現関連分野 

造形活動表現をグループで体験しながら保育現場での活用方法を考え、また、子どもを囲むより良い環境の構成についても造形

表現の立場から考える。 

03 音楽、表現分野 

音楽表現活動をグループで体験しながら、子どもの発達、保育現場での活用について考えていく。創作オペレッタ、ペープサー

トによる音楽劇、創作手遊び曲集作りなどを行う。 

04 保育理論分野 

保育思想、保育制度、海外の保育等に関する文献研究や、現在の保育理論に基づく多様な保育実践法についてフィールドワーク

を行う。 

05 保育実践分野 

保育の「目的」「目標」、「内容」、「方法」、「教材研究」等保育実践に関する具体的学習活動を行う。 

06 児童福祉分野 

児童福祉関係機関への訪問、現場職員との交流、社会地域調査等を通して、福祉の実態に関する学習をする。 



07 保育心理分野 

幼児、児童の発達を中心とした人間発達の理解と発達に即した保育実践法や保育のあり方等、現場体験を加えて発達と保育の理

解を深める。 

08 障害児保育、特別支援分野 

障害のある子どもや「気になる子ども」。統合保育のみならず、病院内保育、施設内保育など障害児療育のさまざまな形態に触

れながら、実践的なスキルを学習する。 

09 小児保健分野 

小児保健、小児保健実習で学んだことの総復習、子どもたちの健康を守り、健全な発育を促す対策（感染症、事故防止、救急看

護、咀嚼力向上、歯科保健など）として、保育所、幼稚園、地方自治体などの取り組み等文献研究や実態調査を行う。 

10 保育にかかわる関連分野 

幼小連携、学童保育、子育て支援、保育者養成などの諸問題に関する文献研究及び現場での体験的学習 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育児童基礎演習 （2 単位） 

３．科目番号 GEBS2106 

２．授業担当教員 太田 節子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育士資格取得に際して必修となる保育実習を見据え、保育実習Ⅰ直前に開講される「保育実習指導Ⅰ」

に先立っておこなわれる実習事前基礎学習を目的とする。実習生としての基本的心構えやマナー、および基

礎知識について具体的に学べるようにする。 

２年次秋学期実施の保育所実習、３年次春学期実施の施設実習に備え、実習概要の理解、実習日誌記録上

の注意点や保育実技の習得ができるよう講義と演習を行う。 

８．学習目標 

１.実習生としての心構えを体得する。 

２.保育実習の基本的知識や実習の概要を理解し、説明することができる。 

３.保育実習Ⅰに備え、保育所実習、施設実習の意義や実習園の概要などを調べ学習し説明することが出来る。 

４.保育教材を作成し、教材を活用して環境構成の意味を習得する。 

５.基本的な保育技術(手遊び・読み聞かせなど)の習得および教材製作について学び、実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．実習に向かうための心構えに関する課題 

２．実習記録に伴う記述に関する課題 

３．保育技術、教材作成に関する課題 

４．その他 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小林育子他『幼稚園・保育所・施設実習ワーク』萌文書林 

【参考書】 

 適宜紹介予定 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．実習生としての心構えを体得できるか。 

2．保育実習の基本的知識や実習の概要を理解し、説明することができるか。 

3. 基本的な保育技術(手遊び・読み聞かせなど)の習得および教材製作について学び、実践することができ

るか。 

○評定の方法 

個別の授業態度、グループ活動への取り組み、提出物及びレポートを総合して評価する。 

1．授業態度及びグループ活動への取り組み ６０％ 

2．各提出物 ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実習は、慌ててその場で頑張っても間に合わないことが数々存在する。学生ひとりひとりの普段からの意識

の高さや真摯な努力が大きな差となり実習という場に正直に現れるものである。そのことを素直に受け止め

て、今この瞬間から、生活態度や学習態度を振り返り、改めるべきところは改善するよう前向きにそして意

欲的に取り組んでいくことを期待したい。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンスー実習とはなにか。保育実習・教育実習の

概要と履修方法、実習目的などー 

事前学習 
「保育所保育指針」第１章をよく読み保育所の

役割と保育士の仕事について理解しておく。 

事後学習 
「保育士倫理綱領」中のプライバシーの保護に

ついて考えをまとめる。 

第２回 
保育所実習の基礎知識 

―ビデオで学ぶ保育所の一日― 

事前学習 
「保育所保育指針」第１章３保育の原理をよく

読み理解しておく。 

事後学習 
実習生としてのマナーや態度について、考えを

まとめる。 

第３回 
施設実習の基礎知識 

―ビデオで学ぶ社会福祉施設の一日― 

事前学習 
「実習の手引き」から、実習先施設について理

解する。 

事後学習 
実習生として利用者とどのようにかかわればよ

いか、考えをまとめる。 

第４回 
幼稚園実習の基礎知識 

―ビデオで学ぶ幼児教育施設の一日― 

事前学習 
「幼稚園教育要領」第１章をよく読み、幼稚園

の役割と保育者の仕事について理解しておく。 

事後学習 保育所と幼稚園の違いについて復習しておく。 

第５回 

子どもの前に立って行う保育技術を身につける（パネ

ルシアター、ペープサート、エプロンシアター、素話、

人形劇等、様々な表現方法について学ぶ）。 

事前学習 
教材作りのための資料（絵本、雑誌等）を持ち

寄る。 

事後学習 課題とされた製作活動をする。 

第６回 
保育技術を身につける（様々な表現方法の発表）。 

絵本、紙芝居、素話の意義を知り、表現技術を学ぶ。 

事前学習 グループで発表練習を十分におこなっておく。 

事後学習 グループ発表評価を評価表により、提出する。 

第７回 

保育技術を身につける（様々な表現方法の発表）。パネ

ルシアター、エプロンシアターの意義を知り、表現技

術を学ぶ。 

事前学習 グループで発表練習を十分におこなっておく。 

事後学習 グループ発表評価を評価表により、提出する。 

  



 

 

第８回 
保育技術を身につける（様々な表現方法の発表）。ペー

プサート、人形劇の意義を知り、表現技術を学ぶ。 

事前学習 グループで発表練習を十分におこなっておく。 

事後学習 グループ発表評価を評価表により、提出する。 

第９回 
前回までに行った保育技術を子ども達の前で演じた

り、子ども達の遊びを援助したりする。（１） 

事前学習 保育技術実演のための準備を行う。 

事後学習 保育技術の実演や子どもへの援助を振り返る。 

第１０回 
前回までに行った保育技術を子ども達の前で演じた

り、子ども達の遊びを援助したりする。（２） 

事前学習 保育技術実演のための準備を行う。 

事後学習 保育技術の実演や子どもへの援助を振り返る。 

第１１回 

実習記録について 

・保育所や施設の DVDを視聴し、記録を書いてみる（利

用者の動き、保育者の援助、実習生のかかわりの記入

のしかたを学ぶ） 

事前学習 
施設実習と保育所実習の記録の違いについて予

習しておく。 

事後学習 DVDの視聴から記録を清書し、読み直しておく。 

第１２回 

実習記録について 

・保育所や施設の DVDを視聴し、記録を書いてみる（実

習生のかかわりの欄の気づき・考察の記入のしかたを

学ぶ） 

事前学習 実習における必要な準備について考えておく。 

事後学習 
今までの学習を通して、自己の実習課題を考え

る。 

第１３回 
実習に臨むにあたってー先輩の実習体験から学ぶー・ 

総括 

事前学習 
１～１４回の授業を通しての学びを踏まえ、保

育実習に関する自己の心構えを整理する。 

事後学習 
保育実習において、今行うべき準備について考

え、実行計画を立てて、２年次の実習に備える。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 6回保育技術を身に付ける（ねらい・事前準備・留意点等をまとめる） 

レポート形式：A３ 用紙 1 枚（指定用紙） 

実施時期：第 ５ 回の授業後に実施する。  

提出期限：1週間の後 

提出後、添削指導を参考に、その後の保育技術実演の練習をすすめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 14回の講義内容を踏まえて、各体験談の要点をまとめる。 

レポート形式：1000～1200字程度  

実施時期：第 14 回の授業後に実施する。  

提出期限：1週間の後 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育児童基礎演習 （2 単位） 

３．科目番号 GEBS2106 

２．授業担当教員 石見 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育士資格取得に際して必修となる保育実習を見据え、保育実習Ⅰ直前に開講される「保育実習指導Ⅰ」

に先立っておこなわれる実習事前基礎学習を目的とする。実習生としての基本的心構えやマナー、および基

礎知識について具体的に学べるようにする。 

２年次秋学期実施の保育所実習、３年次春学期実施の施設実習に備え、実習概要の理解、実習日誌記録上

の注意点や保育実技の習得ができるよう講義と演習を行う。 

８．学習目標 

１.実習生としての心構えを体得する。 

２.保育実習の基本的知識や実習の概要を理解し、説明することができる。 

３.保育実習Ⅰに備え、保育所実習、施設実習の意義や実習園の概要などを調べ学習し説明することが出来る。 

４.保育教材を作成し、教材を活用して環境構成の意味を習得する。 

５.基本的な保育技術(手遊び・読み聞かせなど)の習得および教材製作について学び、実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．実習に向かうための心構えに関する課題 

２．実習記録に伴う記述に関する課題 

３．保育技術、教材作成に関する課題 

４．その他 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小林育子他『幼稚園・保育所・施設実習ワーク』萌文書林 

【参考書】 

 適宜紹介予定 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．実習生としての心構えを体得できるか。 

2．保育実習の基本的知識や実習の概要を理解し、説明することができるか。 

3. 基本的な保育技術(手遊び・読み聞かせなど)の習得および教材製作について学び、実践することができ

るか。 

○評定の方法 

個別の授業態度、グループ活動への取り組み、提出物及びレポートを総合して評価する。 

1．授業態度及びグループ活動への取り組み ６０％ 

2．各提出物 ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実習は、慌ててその場で頑張っても間に合わないことが数々存在する。学生ひとりひとりの普段からの意識

の高さや真摯な努力が大きな差となり実習という場に正直に現れるものである。そのことを素直に受け止め

て、今この瞬間から、生活態度や学習態度を振り返り、改めるべきところは改善するよう前向きにそして意

欲的に取り組んでいくことを期待したい。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンスー実習とはなにか。保育実習・教育実習の

概要と履修方法、実習目的などー 

事前学習 
「保育所保育指針」第１章をよく読み保育所の

役割と保育士の仕事について理解しておく。 

事後学習 
「保育士倫理綱領」中のプライバシーの保護に

ついて考えをまとめる。 

第２回 
保育所実習の基礎知識 

―ビデオで学ぶ保育所の一日― 

事前学習 
「保育所保育指針」第１章３保育の原理をよく

読み理解しておく。 

事後学習 
実習生としてのマナーや態度について、考えを

まとめる。 

第３回 
施設実習の基礎知識 

―ビデオで学ぶ社会福祉施設の一日― 

事前学習 
「実習の手引き」から、実習先施設について理

解する。 

事後学習 
実習生として利用者とどのようにかかわればよ

いか、考えをまとめる。 

第４回 
幼稚園実習の基礎知識 

―ビデオで学ぶ幼児教育施設の一日― 

事前学習 
「幼稚園教育要領」第１章をよく読み、幼稚園

の役割と保育者の仕事について理解しておく。 

事後学習 保育所と幼稚園の違いについて復習しておく。 

第５回 

子どもの前に立って行う保育技術を身につける（パネ

ルシアター、ペープサート、エプロンシアター、素話、

人形劇等、様々な表現方法について学ぶ）。 

事前学習 
教材作りのための資料（絵本、雑誌等）を持ち

寄る。 

事後学習 課題とされた製作活動をする。 

第６回 
保育技術を身につける（様々な表現方法の発表）。 

絵本、紙芝居、素話の意義を知り、表現技術を学ぶ。 

事前学習 グループで発表練習を十分におこなっておく。 

事後学習 グループ発表評価を評価表により、提出する。 

第７回 

保育技術を身につける（様々な表現方法の発表）。パネ

ルシアター、エプロンシアターの意義を知り、表現技

術を学ぶ。 

事前学習 グループで発表練習を十分におこなっておく。 

事後学習 グループ発表評価を評価表により、提出する。 

  



 

 

第８回 
保育技術を身につける（様々な表現方法の発表）。ペー

プサート、人形劇の意義を知り、表現技術を学ぶ。 

事前学習 グループで発表練習を十分におこなっておく。 

事後学習 グループ発表評価を評価表により、提出する。 

第９回 
前回までに行った保育技術を子ども達の前で演じた

り、子ども達の遊びを援助したりする。（１） 

事前学習 保育技術実演のための準備を行う。 

事後学習 保育技術の実演や子どもへの援助を振り返る。 

第１０回 
前回までに行った保育技術を子ども達の前で演じた

り、子ども達の遊びを援助したりする。（２） 

事前学習 保育技術実演のための準備を行う。 

事後学習 保育技術の実演や子どもへの援助を振り返る。 

第１１回 

実習記録について 

・保育所や施設の DVDを視聴し、記録を書いてみる（利

用者の動き、保育者の援助、実習生のかかわりの記入

のしかたを学ぶ） 

事前学習 
施設実習と保育所実習の記録の違いについて予

習しておく。 

事後学習 DVDの視聴から記録を清書し、読み直しておく。 

第１２回 

実習記録について 

・保育所や施設の DVDを視聴し、記録を書いてみる（実

習生のかかわりの欄の気づき・考察の記入のしかたを

学ぶ） 

事前学習 実習における必要な準備について考えておく。 

事後学習 
今までの学習を通して、自己の実習課題を考え

る。 

第１３回 
実習に臨むにあたってー先輩の実習体験から学ぶー・ 

総括 

事前学習 
１～１４回の授業を通しての学びを踏まえ、保

育実習に関する自己の心構えを整理する。 

事後学習 
保育実習において、今行うべき準備について考

え、実行計画を立てて、２年次の実習に備える。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 6回保育技術を身に付ける（ねらい・事前準備・留意点等をまとめる） 

レポート形式：A３ 用紙 1 枚（指定用紙） 

実施時期：第 ５ 回の授業後に実施する。  

提出期限：1週間の後 

提出後、添削指導を参考に、その後の保育技術実演の練習をすすめる。 

事後学習：添削指導後返却。意見交換の時間をとり、改善点などをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 1３回の講義内容を踏まえて、各体験談の要点をまとめる。 

レポート形式：1000～1200字程度  

実施時期：第 1３ 回の授業後に実施する。  

提出期限：1週間の後 

事後学習：添削指導後返却。改善点などをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（環境） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3133 

２．授業担当教員 石見 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である「教育」を構成する５

領域のひとつである「環境」のねらいと内容を理解し、子どもを取り巻く環境について具体的な保育内容を

検討しつつ学びを深めることで、総合的に保育を展開していくために必要となる理論や知識を習得する。特

に、幼児期において育みたい「資質・能力の三つの柱」の視点を念頭に、身近な環境とのかかわりから導か

れる子どもの育ちを理解した上で、好奇心や探究心を持って子どもが自ら活動に取り組むことのできるよう

な環境の設定方法について学ぶ。演習形式で学ぶことにより、本講義で習得した理論や知識への理解をさら

に深め、実際の保育現場での指導につながる実践力を養う 

８．学習目標 

・領域「環境」について学び、養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保

育を展開していくための知識、技術、判断力を習得する。 

・子どもの発達を領域「環境」の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学び、

実践できるようになる。 

・子どもと子どもを取り巻く身近な環境との相互作用から導かれる子どもの育ちを考察し、保育計画に基づ

いて環境を具体的に設定することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学生の学習状況によって、その都度提示する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

谷田貝公昭監修『保育内容シリーズ環境』一藝社、2010年 

【参考資料】 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館 

幼稚園教育要領(平成 29年 3月告示 文部科学省) 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省）  

その他，適宜資料配布 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1）領域「環境」について学び、養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保

育を展開していくための知識、技術、判断力を習得することができた。 

2）子どもの発達を領域「環境」の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学び、

実践できた。 

3）子どもと子どもを取り巻く身近な環境との相互作用から導かれる子どもの育ちを考察し、保育計画に基づ

いて環境を具体的に設定する方法を理解することができた。 

○評定の方法 

上記の学習目標に基づいた規準を以下の方法で総合的に評価する。 

１．出席，参加，発表等から授業に取り組む姿勢 「授業態度」 （20％） 

２．各授業内の課題，中間レポート等  「小レポート」 （20％） 

３．学習内容を総括する課題   「期末レポート」 （60％） 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業では、子どもの姿を通して、保育環境を考え、環境設定を構成するための視点を学ぶ。したがって、 

教育・保育実習時における指導案作成および保育者としての視点を構築することに繋がるものであることを

理解して、授業に臨んでほしい。予習、復習、質疑を含め、授業内での積極的な発言、グループワークの協

働的参加を期待する。レポート及び提出物の提出日は厳守すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業概要の説明と進め方） 

「環境を通して行う保育」の意味① 

事前学習 
教科書の目次・第 1章を読み、学習内容の概観を把握

する。 

事後学習 
子どもの発達にふさわしい環境について自分の考えを
まとめる。 

第２回 

環境を通して行う保育の意味② 

領域の意味、子どもの育ちと領域「環境」 

幼稚園教育における評価の考え方について 

事前学習 
幼稚園教育要領、教科書第 2・3章を読み、要点をまと

める。 

事後学習 
領域の意味を振り返り，重要な要点をノートにまとめ
る。 

第３回 子どもを取り巻く人的環境と安全性について 

事前学習 
幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 6章を

読み、自分の考えをまとめる。 

事後学習 人的環境の意味を振り返り、要点をまとめる。 

第４回 

演習(1) 

子どもを取り囲む自然環境と安全性について 

人と自然の関わりについて考える 

事前学習 
幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 13章

を読み、自分の考えをまとめる。 

事後学習 第 13章のまとめに加え、文献を読み要点をまとめる。 



 

 

第５回 
演習(2) 

～身近な植物への関わりを考える～ 

事前学習 
身近な植物を収集し、植物を使った遊びを各自で考え

て来る。 

事後学習 
情報機器を活用し、植物を利用した遊びを収集、模擬
児保育ができるようにする。 

第６回 

グループ演習(1) 

～身近な生き物への関わりを考える～ 

生き物を利用した環境の構成を考える  

事前学習 
身近な植物を使用した環境の構成（花壇や植物栽培等

を各自で考えて来る。 

事後学習 各自が考えた植物利用の方法をまとめる。 

第７回 

グループ学習（2） 

～身近な生き物への関わりを考える～ 

子どもと生き物の関係を考える 

事前学習 
子どもと身近な動物に対する関わりについて、教科書

11章を読んでくる。 

事後学習 
授業内容を振り返り、子どもにとっての動物の意味を
まとめる。 

第８回 
現代社会における、子どもの置かれた環境につ

いて考える。 

事前学習 

情報端末から幼稚園、保育園、こども園で飼育可能な

動物を選び、その飼育方法を模擬保育としてまとめて

くる。 

事後学習 
動物飼育の課題をまとめ、改善策を踏まえた飼育活動
を提示する。 

第９回 自分の生活する環境を観る 

事前学習 
幼稚園教育要領及び参考文献から、子どもの数量、図

形、文字、標識に対する事例をまとめてくる。 

事後学習 
授業内容を振り返り、実践に活用できる ICTに関連し
た事例をまとめる。 

第１０回 
現代社会における保育環境について新聞記事な

どを通して考える⑴ 

事前学習 
教科書第 9 章 1～4 節及び安全管理についての資料を

収集してくる。 

事後学習 新聞記事を読み、より良い保育環境について考える。 

第１１回 
現代社会における保育環境について新聞記事な

どを通して考える⑵ 

事前学習 保育環境についての新聞等の記事を探す。 

事後学習 新聞記事を読み、より良い保育環境について考える。 

第１２回 
持続可能な社会とは何か、保育実践の内容との

関連について考える 

事前学習 
持続可能な社会とは何かを調べ、保育実践として展開

可能な指導計画を考えてくる。 

事後学習 環境教育の実践に際しての指導計画を作成する。 

第１３回 
持続可能な社会へ向けての保育実践について、

自身の意見をまとめる 

事前学習 
14回授業の指導計画をもとにPPを使用して発表でき

るようにする。 

事後学習 
これまでの授業で学んだ事を振り返り、保育内容「環
境」に対する自分の考えをまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ第 1回～3回の講義を踏まえて、各歳児に合わせたブロック遊びの提案を表にまとめる。 
レポート形式：A3用紙 1 枚（指定の用紙） 
実施時期：第 3回の講義後 

提出期限：1週間の後 

事後学習：添削指導後返却。意見交換の時間をとり、改善点などをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：それまでの講義内容と各々の経験（実習）を踏まえて、子どもにとっての良い保育環境についてま
とめる。 
レポート形式：A4 用紙 ２枚（1枚は図） 
実施時期：第 ９ 回の授業後に実施する。 

提出期限：1週間の後（提出後意見交換を授業内にて行う） 

事後学習：添削指導後返却。意見交換の時間をとり、改善点などをまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育内容（環境） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3133 

２．授業担当教員 河合 光利 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である「教育」を構成する５

領域のひとつである「環境」のねらいと内容を理解し、子どもを取り巻く環境について具体的な保育内容を

検討しつつ学びを深めることで、総合的に保育を展開していくために必要となる理論や知識を習得する。特

に、幼児期において育みたい「資質・能力の三つの柱」の視点を念頭に、身近な環境とのかかわりから導か

れる子どもの育ちを理解した上で、好奇心や探究心を持って子どもが自ら活動に取り組むことのできるよう

な環境について学ぶ。講義、演習形式で学ぶことにより、本講義で習得した理論や知識への理解をさらに深

め、実際の保育現場での指導につながる実践力を養う 

８．学習目標 

・領域「環境」について学び、養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保

育を展開していくための知識、技術、判断力を習得する。 

・子どもの発達を領域「環境」の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学び、

実践できるようになる。 

・子どもと子どもを取り巻く身近な環境との相互作用から導かれる子どもの育ちを考察し、保育計画に基づ

いて環境を具体的に設定することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.学修に合たっては、文献資料をもとに事前学習に示された学習課題に取り組み、授業に出席すること。 

2.授業内にてレポート課題を提示するので、必ず提出すること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
若月芳浩編「保育・幼児教育シリーズ 環境の指導法改訂第 2版」玉川大学出版部 2019 

【参考資料】 
文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 
厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説(平成 29 年 3 月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省）  
その他，適宜資料配布 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1）領域「環境」について学び、養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保

育を展開していくための知識、技術、判断力を習得することができた。 

2）子どもの発達を領域「環境」の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学び、

実践できた。 

3）子どもと子どもを取り巻く身近な環境との相互作用から導かれる子どもの育ちを考察し、保育計画に基づ

いて環境を具体的に設定する方法を理解することができた。 

○評定の方法 

上記の学習目標に基づいた規準を以下の方法で総合的に評価する。 

１．出席，参加，発表等から授業に取り組む姿勢 「授業態度」 （20％） 

２．各授業内の課題，中間レポート等  「小レポート」 （40％） 

３．学習内容を総括する課題   「期末レポート」 （40％） 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもたちの前に立つとき、現在の「育てられる」立場から「育てる」立場に身を置くことになる。保育者自

身が子どもたちにとって影響力の大きい人的環境であることを自覚し、その時々の子どもの思いを感じ、共

感できる良き理解者となるよう意識を持つ。保育者は日頃より、日常生活におけるさまざまなことがらに興

味、関心を抱き、子どもたちのよりよい生活をつくるため、自分に何ができるかを考えることが求められる。

意欲的に学習に取り組み、豊かな発想を身に付け保育実践に生かしてほしい。 

1.授業に出席する 2.豊かな発想をもって意欲的に参加する 3.机上の授業に関連のないものは置かない 

13．オフィスアワー 別途授業内にて通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1回 
子どもの育ちと領域「環境」 

幼稚園教育における領域の考え方について 

事前学習 
幼稚園教育要領、教科書第 2章を読み、要点をまと

める。 

事後学習 
領域の意味を振り返り，重要な要点をノートにまと 

める。 

第 2回 子どもを取り巻く人的環境 
事前学習 

幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 3

章を読み、自分の考えをまとめる 

事後学習 人的環境の意味を振り返り、要点をまとめる。 

第 3回 
子どもを取り囲む物的環境 

室内環境、室外環境の構成について 

事前学習 
幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 6

章を読み、自分の考えをまとめる 

事後学習 
保育室内の画像を収集して、環境構成のポイントを
構成する 

第 4回 

子どもを取り囲む自然環境 

人と自然の関わりについて考える 

模擬保育として子どもの「遊び」を考える 

事前学習 
幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 4

章を読み、自分の考えをまとめる 

事後学習 第 4章のまとめに加え、文献を読み要点をまとめる 



 

 

第 5回 

グループ演習(1) 

～身近な植物への関わりを考える～ 

情報機器及び教材を活用する  

事前学習 
身近な植物を収集し、植物を使った遊びを各自で考

えて来る 

事後学習 
情報機器を活用し、植物を利用した遊びを収集、模
擬児保育ができるようにする。 

第 6回 

グループ演習(2) 

～身近な植物への関わりを考える～ 

植物を利用した環境の構成を考える  

事前学習 
身近な植物を使用した環境の構成（花壇や植物栽培

等を各自で考えて来る 

事後学習 各自が考えた植物利用の方法をまとめる 

第 7回 

グループ演習(3) 

～身近な動物への関わりを考える～ 

子どもと動物の関係を考える 

事前学習 
子どもと身近な動物に対する関わりについて、教科

書 5章を読んでくる 

事後学習 
授業内容を振り返り、子どもにとっての動物の意味
をまめる 

第 8回 

グループ学習（4） 

～身近な動物との関わりを考える～  

動物飼育について、模擬保育を通して理解を深め

る。 

事前学習 

情報端末から幼稚園、保育園、こども園で飼育可能

な動物を選び、その飼育方法を模擬保育としてまと

めてくる 

事後学習 
動物飼育の課題をまとめ、改善策を踏まえた飼育活
動を提示する 

第 9回 

グループ活動（5） 

～園外保育を考える～ 

身近な動物園、水族館等を想定した園外保育につ

いて、情報機器及び教材の活用を検討し、模擬保

育として展開できるようにする。 

事前学習 

身近な動物園、水族館、地域資源等に関する資料を

情報端末から収集し、その教育的価値を検討し、模

擬保育として園外保育を展開できるよう準備する 

事後学習 
パワーポイントを使用し、各施設等を想定した園外
保育のプレゼンができるようにする 

第 10回 
園における安全管理 

保育環境や遊具の設置、管理について 

事前学習 
保育にかかわる安全教育・安全管理についての資料

を収集してくる 

事後学習 
授業の振り返りから、安全管理チェックシートを基
にした保育環境のあり方を考える 

第 11回 食育活動を考える 

事前学習 
食育に関する文献を読み，食育の類型をまとめてく

る。 

事後学習 授業内容から、食育の活動計画を立て、提出する。 

第 12回 
持続可能な社会に向けた保育実践の内容を指導

計画としてまとめる 

事前学習 
持続可能な社会とは何かを調べ、保育実践として展

開可能な指導計画を考えてくる 

事後学習 環境教育の実践に際しての指導計画を作成する 

第 13回 
持続可能な社会へ向けての保育実践をパワーポ

イントにまとめ、発表する 

事前学習 
12回授業の指導計画をもとに PPを使用して発表で

きるようにする 

事後学習 
これまでの授業で学んだ事を振り返り、保育内容
「環境」に対する自分の考えをまとめる 

課題研究 

1 

 
課題テーマ：幼稚園教育要領、保育所保育指針解説書に示された「環境を通して行う教育」の基本となる考え方と主 

要３項目についてレポートにまとめてくる。 
レポート書式：A４用紙横書き 2枚 2880字程度（表紙は除く） 

表紙には課題名、所属学科、学籍番号、氏名を明記すること 
実施時期：第 1回授業の振り替えとする。 
提出期限：授業開始から 2回目の授業時間内（期限厳守）までに提出のこと 
事後学習：レポートにまとめた内容を踏まえて、幼稚園教育要領解説書の幼稚園教育の基本について内容をまとめる。 
 

課題研究 

2 

 
課題テーマ：幼児の生活圏に見られる数量や図形、文字、標識について、どのようなものがあるか、具体的に例を挙げ、

幼児とのかかわりについて考察せよ。 
レポート書式：A４用紙横書き 2枚 2880字程度（表紙は除く） 

表紙には課題名、所属学科、学籍番号、氏名を明記すること 
実施時期：第 9回授業後に実施する。 
提出期限：第 11回目の授業時間内（期限厳守）までに提出のこと 
事後学習：レポートにまとめた内容から、実際の指導計画として、何を、どのように育てるべきかを明確にし、ノート

にまとめる。 
 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（環境） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT3414 

SCOT3414 

SJMP3133 ２．授業担当教員 坂本 真理子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である「教育」を構成する

５領域のひとつである「環境」のねらいと内容を理解し、子どもを取り巻く環境について具体的な保育内

容を検討しつつ学びを深めることで、総合的に保育を展開していくために必要となる理論や知識を習得す

る。特に、幼児期において育みたい「資質・能力の三つの柱」の視点を念頭に、身近な環境とのかかわり

から導かれる子どもの育ちを理解した上で、好奇心や探究心を持って子どもが自ら活動に取り組むことの

できるような環境の設定方法について学ぶ。演習形式で学ぶことにより、本講義で習得した理論や知識へ

の理解をさらに深め、実際の保育現場での指導につながる実践力を養う 

８．学習目標 

・領域「環境」について学び、養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に

保育を展開していくための知識、技術、判断力を習得する。 

・子どもの発達を領域「環境」の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学び、

実践できるようになる。 

・子どもと子どもを取り巻く身近な環境との相互作用から導かれる子どもの育ちを考察し、保育計画に基

づいて環境を具体的に設定することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

期末レポート課題：授業で学んだことを踏まえ、保育における環境の重要性、保育者の役割について理解

し整理して自分の考えをまとめる。（1000 字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

谷田貝公昭監修『保育内容シリーズ環境』一藝社、2010。 

【参考資料】 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館。 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館。 

幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月告示 文部科学省) 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省）  
その他，適宜資料配布。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1）領域「環境」について学び、養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に

保育を展開していくための知識、技術、判断力を習得することができた。 

2）子どもの発達を領域「環境」の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学び、

実践できた。 

3）子どもと子どもを取り巻く身近な環境との相互作用から導かれる子どもの育ちを考察し、保育計画に基

づいて環境を具体的に設定する方法を理解することができた。 

○評定の方法 

上記の学習目標に基づいた規準を以下の方法で総合的に評価する。 

1．出席，参加，発表等から授業に取り組む姿勢 「授業態度」 （20％） 

2．各授業内の課題，中間レポート等  「小レポート」 （20％） 

3．学習内容を総括する課題   「期末レポート」 （60％） 

12．受講生への 

メッセージ 

・積極的で意欲的な授業への参加を期待する。 

・授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作、飲食等は禁止する。 

・大学生として節度ある態度で授業に臨み、疑問が生じたら、積極的に質問するようにすること。 

・グループワークにおいては、個々の責任を十分理解し、協力して学習すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業概要の説明と進め方） 

「環境を通して行う保育」の意味① 

事前学習 
教科書の目次・第 1 章を読み、学習内容の概観を

把握する。 

事後学習 
子どもの発達にふさわしい環境について自分の
考えをまとめる。 

第２回 

環境を通して行う保育の意味② 

領域の意味、子どもの育ちと領域「環境」 

幼稚園教育における評価の考え方について 

事前学習 
幼稚園教育要領、教科書第 2・3 章を読み、要点

をまとめる。 

事後学習 
領域の意味を振り返り，重要な要点をノートにま
とめる。 

第３回 子どもを取り巻く人的環境 

事前学習 
幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 6

章を読み、自分の考えをまとめる 

事後学習 人的環境の意味を振り返り、要点をまとめる。 



 

 

第４回 
子どもを取り囲む物的環境 

室内環境、室外環境の構成について 

事前学習 
幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 7

章、8 章を読み、自分の考えをまとめる。 

事後学習 
保育室内の画像を収集して、環境構成のポイント
を構成する。 

第５回 

子どもを取り囲む自然環境 

人と自然の関わりについて考える 

情報機器及び教材を活用する 

事前学習 
幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 13

章を読み、自分の考えをまとめる。 

事後学習 
第 13 章のまとめに加え、文献を読み要点をまと
める。 

第６回 

グループ演習(2) 

～身近な植物への関わりを考える～ 

植物を利用した環境の構成を考える  

事前学習 
身近な植物を使用した環境の構成（花壇や植物栽

培等を各自で考えて来る。 

事後学習 各自が考えた植物利用の方法をまとめる。 

第７回 

グループ演習(3) 

～身近な動物への関わりを考える～ 

子どもと動物の関係を考える 

事前学習 
子どもと身近な動物に対する関わりについて、教

科書 11 章を読んでくる。 

事後学習 
授業内容を振り返り、子どもにとっての動物の意
味をまめる。 

第８回 

グループ学習（4） 

～身近な動物との関わりを考える～  

動物飼育について、模擬保育を通して理解を深め

る。 

事前学習 

情報端末から幼稚園、保育園、こども園で飼育可

能な動物を選び、その飼育方法を模擬保育として

まとめてくる。 

事後学習 
動物飼育の課題をまとめ、改善策を踏まえた飼育
活動を提示する。 

第９回 

グループ活動（5） 

～園外保育を考える～ 

身近な動物園、水族館等を想定した園外保育につ

いて、情報機器及び教材の活用を検討し、模擬保

育として展開できるようにする。 

事前学習 

身近な動物園、水族館、地域資源等に関する資料

を情報端末から収集し、その教育的価値を検討

し、模擬保育として園外保育を展開できるように

準備する。 

事後学習 
パワーポイントを使用し、各施設等を想定した園
外保育のプレゼンができるようにする。 

第１０回 
数量や図形、文字や標識に対する感覚を身につけ

るために 

事前学習 

幼稚園教育要領及び参考文献から、子どもの数

量、図形、文字、標識に対する事例をまとめてく

る。 

事後学習 
授業内容を振り返り、実践に活用できる事例をま
とめる。 

第１１回 
園における安全管理 

保育環境や遊具の設置、管理について 

事前学習 
教科書第 9 章 1～4 節及び安全管理についての資

料を収集してくる。 

事後学習 
授業の振り返りから、安全管理チェックシートを
作る。 

第１２回 食育活動を考える 

事前学習 
食育に関する文献を読み，食育の類型をまとめて

くる。 

事後学習 授業内容から、食育の活動計画を立て、提出する。 

第１３回 
持続可能な社会に向けた保育実践の内容を指導計

画としてまとめる 

事前学習 
持続可能な社会とは何かを調べ、保育実践として

展開可能な指導計画を考えてくる。 

事後学習 環境教育の実践に際しての指導計画を作成する。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：第５回～９回の講義内容を踏まえて、子どもにとって自然とかかわることの意義についてまとめな
さい。 
レポート形式：１０００～１２００字程度 
実施時期：第９回の授業後に実施する。 
提出時期：第１０回の授業開始時に提出する。 
     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。              

課題研究 2 

課題研究テーマ：第１０回の講義内容を踏まえて、保育の中での数量、文字、記号等に対する援助についてまとめなさ
い。 
レポート形式：１０００～１２００字程度 
実施時期：第１０回の授業後に実施する。 
提出時期：第１１回の授業開始時に提出する。 
     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（健康） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2412 

SCOT2412 

SJMP1131 

SJMP2131 
２．授業担当教員 清水 信好 

４．授業形態 
配布資料による質疑応答形式およびグループディスカッションを

主とした授業を行う。 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育内容を構成する領域「健康」について理解し、乳幼児の健康な心身の発達に及ぼす保育の可能性につい

て学ぶ。健康な生活および健康への関心について幼児に理解させる保育活動になるための支援の仕方、安全

教育や積極的な身体活動への援助について理解する。保育の全体構造における保育内容「健康」に関して総

合的に指導や援助が行えるよう、具体的な実践例を通して健康の内容やその他領域を総合的な展開の仕方に

ついて修得する。 

８．学習目標 

1. 幼児期の発育・発達を理解し、認識や思考を学び、自ら考え、問題解決できる力を身につける指導を、
保育活動で実践できるようにする。 

2. 幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育･保育要領における健康領域の「ねらい」「内容」につ
いて理解、習得して実践的な保育活動ができるようにする。  

3.  指導案の構成を理解出来、具体的な保育を想定した指導案を作成する。 

4.  自ら作成した指導案の基、模擬保育を行い、保育を改善する視点を身につける。   

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「幼児の生活実態を把握しそのうえで運動遊びをどのように定着させていったらよいのか」「発育発達と伸

ばしたい能力」などの指定する設題に対しレポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新保育ライブラリ『保育内容 健康』「新版」北大路書房。 

【参考書】 

『平成 29 年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領＜原本＞』チャ

イルド社。 

文部科学省『幼稚園教育要領』フレーベル館 

文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領』フレーベル館 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. スモールテストや課題レポートを通じて乳幼児の健康や発達について理解出来たかを評価基準とする。 

2. 外あそびの重要性をテーマに指導案を作成し、積極的なディスカッションを行い発表できたか。 

3. レポートならびに期末試験に於いて、自分の意志や考え方を論理的に記述できたか。 

○評定の方法 

1. 課題レポート 30％ 

2. テーマ発表  20％ 

3. スモールテスト（毎時間）20％ 

4. 期末試験   30％       計 100％ 

尚、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は認めない。  

12．受講生への 

メッセージ 

1．自ら保育者、教諭になったとしての前提で授業に臨んでください。 

 2．講義だけでなくグループワークを行います。ディスカッションに真剣に臨んでください。 

 3．欠席、遅刻はしないこと。成績評価に大きく反映させます。 

 4．居眠り、私語、明らかに授業に臨む不適切な態度は厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
（領域健康のめざすもの及びねらいと内容の解説） 

事前学習 
領域健康の学習ノートを準備し講義に臨むこと 
領域健康のねらいと内容を確認する。 

事後学習 領域健康のねらいと内容をまとめる。 

第２回 

幼児の健康（健康の定義、健康状態の把握）など
WHO の健康の定義を踏まえた上で領域「健康」の
ねらいや捉え方を考察する 

事前学習 
「幼児にとって健康とは何か」についてまとめ
る。 

事後学習 幼児の健康と健康の状態を復習する。 

第３回 
幼児の発達理解（乳幼児の形態面の発達）と生理機
能の発達 

事前学習 
教科書から発育発達、生理機能についてまとめ
る。 

事後学習 
形態面の発育、生理機能の発達についてまとめ

る。 

第４回 
運動機能の発達（運動の発達、運動能力の発達）と
幼児の体格・運動能力の測定法 

事前学習 
資料から乳幼児の運動面の発達についてまとめ
る。 

事後学習 
幼児の体格・運動能力の測定方法について実践

してみる。 

第５回 

幼児の遊びの発達と健康について（遊びの意義と遊
びの発達過程が人間関係や社会性の発達との関連
性が学童期に影響することを学ぶ） 

事前学習 
幼児の遊びの重要性を活動の総合性と自発性と
の関連でまとめる。自分の遊び体験を含める。 

事後学習 
乳幼児にとっての遊びの重要性についての考え

方をまとめる。 

第６回 

幼児の遊びの発達と健康（発達過程における幼児の
遊びの意味と変化がこれからの子どもの成長に与
える影響について） 

事前学習 伝承遊びの種類を調べる。 

事後学習 
様々な運動遊びの方法とそこに含まれる多様な

ねらいをまとめる。 



 

 

第７回 
幼児の体格・運動能力の現状と課題（新生児から幼
児の体格の把握と体力・運動能力の低下についての
問題を課題として教材になる文献を研究する） 

事前学習 幼児の体格や運動能力について調べ把握する。 

事後学習 
幼児の体力の低下、運動能力の低下についての

原因と要因をまとめる。 

第８回 

幼児の生活スタイルの現状と問題点（運動習慣、睡
眠、排泄、衣服の着脱、清潔、食育）1 日の園の生
活を踏まえて基本的生活習慣を身につけさせるた
めの学習指導案を作成し発表する 

事前学習 基本的生活習慣の問題点を調べる。 

事後学習 
問題点について、どのような方法で改善できる

かまとめる。 

第９回 
幼児の体格・運動能力測定法と評価（幼児期運動指
針の資料をもとに身体活動と運動の意義について
考察する 

事前学習 測定法について調べる。 

事後学習 乳幼児の測定の意義をまとめる。 

第１０回 

幼児の安全管理と安全教育（必要性、事故・障害の
発生状況）幼児の事故の原因と特徴 
最近起こりえた事故や事件のニュースを教材とし
て研究する 

事前学習 安全管理と安全教育を調べる。 

事後学習 
幼児が事故に遭わないようにするためには保育

者のどのような配慮が必要かまとめる。 

第１１回 
幼児がかかりやすい病気や感染症について資料や
文献からまとめ、現場での予防、対処、処置を考察
する 

事前学習 幼児のかかりやすい病気を調べる。 

事後学習 
感染経路、予防、罹患したときの対処法をまと

める。 

第１２回 
園の生活で頻度が高いケガの知識を習得し、現場で
必要な応急処置法を映像や実践で学ぶ 

事前学習 ケガの応急処置法を調べる。 

事後学習 応急処置法で重要な点をまとめる。 

第１３回 
緊急事態の対応や、重篤な応急処置として心肺蘇生
法などについて完全に理解する 
大人と幼児のやり方の違いを把握する 

事前学習 心肺蘇生法について調べる。 

事後学習 心肺蘇生法のやり方をまとめる。 

課題研究 1 

研究テーマ：保護者向けリーフレットの作成 
ねらい：幼児期の運動不足の実情から、保育士の立場に立って「いかに運動あそびが重要か」をリーフレット媒体で

保護者に理解実践してもらう 
形式：A3 1枚 両面  カラー  おり方など形式自由 
実施時期：第 8回授業後半より 
提出時期：第 9回授業開始時 
視点・観点：幼児期運動指針および全国体力、運動能力、運動習慣調査結果を参考にする 
事後学習：第 10回の授業において相互の意見交換し学んだことをまとめる 

課題研究 2 

研究テーマ：なぜ安全教育が必要か、特に交通安全教育の重要性についてレポートにまとめる 
ねらい：後を絶たない幼児期の交通事故、その背景、理由を認識し安全教育の重要性を理解する 
形式：指定された書式に則り、A4 1枚 1200字程度  調べたこと、自分の意見・考えをあわせてまとめる 
実施時期：第 12回終了時 
提出時期：第 13回授業開始時 
視点・観点：幼児期の視界、視覚、聴覚、心理的特性などの観点から考える 
事後学習：第 13回授業において相互の意見交換し学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（言葉） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2134 

２．授業担当教員 坂本 真理子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、領域「言葉」の指導の基盤となる、幼児が豊かな言葉や表現を身につけ、想像する楽しさを広げ

るために必要な基本的知識を身につける。乳幼児期の言葉の発達と言語環境の理論的理解を通して、乳幼児
期の豊かな心身の育ちを培うための保育者の役割を考察する。また、豊かな想像性と言語表現を促す児童文
化財について、理論と実践を通してその意義と価値を理解し、言葉に対する感覚を豊かにする教材や実践に

関する知識を身に付ける。 

８．学習目標 

1.領域「言葉」の内容と意味を理解する 

2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解する。 

3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の援助を理解する。 

4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、子どもの言葉を育てる保育実践の力を身につける。 

5.言葉をめぐる現代社会の現状と課題を理解し、保育者の役割の理解を深める。 

6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を 

考察し、実践力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

期末レポート課題：授業で学んだことを踏まえ、乳幼児期における言葉発達段階の特徴をあげ、その時期の保

育者の援助･役割についてまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

内藤知美・新井美保子（編著）『コンパス保育内容言葉』、2017 年 建帛社。 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。 

【参考書】 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館。 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館。 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説（平成 29 年 3 月告示 
内閣府・文部科学省・厚生労働省）。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.領域「言葉」の内容と意味を理解し、説明することができる。 

2.乳幼児期の言葉の発達を捉える視点と言葉の発達の様相を理解し、説明することができる。 

3.乳幼児期の言葉を育む環境と保育者の役割を理解し、説明することができる。 

4.領域「言葉」の指導方法を実践的活動場面から学び、授業発表等で実践することができた。 

5.人間にとっての言葉の意義や機能を理解し、言葉をめぐる現代社会の現状と課題を踏まえ、保育者の役割の
説明することができる。 

6.児童文化財（絵本や紙芝居、パネルシアターなど）の基本的な技術を習得し、保育の展開や環境設定を保育
実践にむけて考察、立案することができる。 

○評定の方法 

１．授業態度と学習目標への到達度 

（積極的参加、課題への取り組みと提出、授業後の記述内容により加点） 40％  

２．提出課題 （絵本やわらべうた等の収集と教材ノートの作成）30％ 

３．期末試験 （言語発達や保育者の役割に関する筆記試験）または期末課題  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもは大人との関係を基盤にして言葉の世界を広げていく。乳幼児期に言葉の美しさや楽しさに気づき、

言葉に対する感覚を豊かに育んでいくためには、保育者自身が言葉への豊かな感覚をもっていることが望ま

れる。授業では、実際の事例や映像等を使用し、ディスカッションを行いながら、子どもの姿を通して言葉の

面白さや役割について考え、言葉に対する感覚や想像力を育むための具体的な援助や指導について考えてい

く。予習、復習、質疑を含め、授業内での積極的な発言、グループワークの積極的な協働・参加を期待する。

授業内でのリフレクションシートでは、気づきや疑問等を自身の言葉でまとめるよう努め、相手にわかる文

章を心がけること。レポート及び提出物の提出日は厳守すること。 

13．オフィスアワー 別途、通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 人間にとっての言葉の意義と機能 

事前学習 「言葉」からイメージすることを考えておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、人間にとっての言葉の意義につ
いて自身の考えをノートにまとめる。 

第２回 現代社会における言葉をめぐる課題 

事前学習 
現代社会における言葉をめぐる問題や課題について、
関心のあることの新聞記事を用意する。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、現代社会における言葉をめぐる
課題を整理し、幼児教育の役割について自身の考えを
まとめる。 

第３回 領域「言葉」のねらいと内容と基本的理解 

事前学習 
領域「言葉」のねらいと内容を読み、関心のある箇所
を探す。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、指導上の留意点について理解
し、自己課題をノートにまとめる。 



 

 

第４回 子どもの言葉の発達過程①（乳児期） 
事前学習 

誕生から約 1年間の言語獲得について、実習体験や身
近な子どもの観察等を通して関心のある事象を整理
しておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、乳児期の言葉獲得について、保
育者の役割をまとめる。 

第５回 子どもの言葉の発達過程②（幼児期） 
事前学習 

幼児期の言語獲得について、実習体験や身近な子ども
の観察等を通して、関心のある事象を整理しておく。 

事後学習 
本日の授業を踏まえ、幼児期の言葉獲得について、保
育者の役割をまとめる。 

第６回 
コミュニケーションとしての言葉と書き言葉
（文字）との出会い 

事前学習 
保育実践の中で、子ども同士がどのように言葉を使用
していたか、また、子どもが文字に関心をもっていた
事例や環境について、具体的に整理しておく。 

事後学習 

本日の授業を踏まえ、非言語コミュニケーションとし
ての言葉及び、文字等への関心と書くことへの興味に
ついて、保育における環境や保育者の援助について自
身の考えをまとめる。 

第７回 

子どもにとっての児童文化財の歴史と意義（教

材研究）①絵本と紙芝居 

（情報機器及び教材の活用法について学ぶ） 

事前学習 
好きな絵本と紙芝居を用意し、ブックトークの準備を
行う。 

事後学習 
絵本と紙芝居の教材について、ブックリスト（課題）
の作成を行う。 

第８回 

言葉を育て想像する楽しさを広げる「児童文化

財」の実践と教材研究（演習） 

（情報機器及び教材の活用法について学ぶ） 

事前学習 
関心のある児童文化財について、教材研究を行い、指
導案の作成しておく。 

事後学習 
パネルシアター、パペット、ペープサートなどの特徴
を理解し、子どもが言語活動を実施する場合の過程と
計画を立案する。 

第９回 指導案作成とグループ制作 
事前学習 

グループ毎に児童文化財を決め、指導案を作成し、模
擬保育の準備を行う。 

事後学習 
修正、改善を図り、模擬保育の発表にむけて準備を整
える。 

第１０回 
模擬保育の実施と評価 

保育における評価について考える 

事前学習 模擬保育の発表の準備を整える。 

事後学習 
模擬保育を踏まえ、保育における評価に基づいて振り
返り、気づいたことを整理する。 

第１１回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援

助①乳児期 

事前学習 わらべうたについて調べ、発表の準備をする。 

事後学習 
乳児期のことばと援助について、環境構成と援助の留
意点について自身の考えをまとめる。 

第１２回 

模擬保育 

言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援

助②幼児期 

事前学習 関心のある保育実践の記事を探し、準備する。 

事後学習 
言葉に対する感覚を豊かにする環境構成と援助につ
いて、自身の考えをまとめる。 

第１３回 特別な配慮を要する幼児の言葉の支援 
事前学習 言語障害の定義と種類について調べておく。 

事後学習 
保育の場での早期発見と具体的な援助、支援体制につ
いて、自身の考えをまとめる。 

 

 

課題研究 

  １ 

 

課題研究テーマ：第 1 回～6 回の講義内容を踏まえて、子どもにとって良いモデルとなる保育者の言葉についてまとめ

なさい。 

レポート形式：１０００～１２００字程度 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出時期：第７回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。              

 

 

課題研究 

  ２ 

課題研究テーマ：第８回、９回の講義内容を踏まえて、幼児文化教材はなぜ幼児に必要かまとめなさい。 

レポート形式：１０００～１２００字程度 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出時期：第１０回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。   

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育内容（人間関係） （2単位） 

３．科目番号 

SSOT3413 

SCOT3413 

SJMP3132 ２．授業担当教員 西脇 二葉 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼児期において育みたい力のうち人間関係について，そのねらいと内容について学ぶ。子どもの人間関係の

発達過程の理解と共に，子どもたちの生活場面での人間関係がどのように広がり、深まっていくのか、子ど

も、子ども集団，保育者、家庭、地域等を含めた人との関わりについて理解する。保育の全体構造のなかで、

子どもの人間関係の力を育む援助について，子どもの実際をみとる力，そこからねらいを見定め，指導・援

助の構想ができるようになること目指す。 

８．学習目標 

1. 幼稚園教育要領（幼保連携型認定子ども園教育・保育要領）に示されたねらい及び内容を理解し，説明で
きる。 

2. 幼児期の人間関係の発達過程を理解し，説明できる。 

3. 子どもの人間関係の実態を見取り，実態からねらいを見出し，実践的な保育内容・活動の構想ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業時にレポート課題を提示する。 

・課題を2回実施する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

吉川晴美他『新訂人間関係―かかわりあい・育ちあい』不昧堂出版。 

【参考書】 

『幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領』ひかりのくに。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 幼稚園教育要領（幼保連携型認定こども園教育・保育要領）に示されたねらい及び内容について説明でき
るか。 

2. 幼児期の人間関係の発達過程について説明できるか。 

3. 子どもの人間関係の実態を見取り，実態からねらいを見出し，実践的な保育内容・活動の構想ができるか。 
○評定の方法 

1. レポート  総合点の 40％ 

2. 授業への参加態度（模擬保育を含む）  総合点の 30％ 

3. 試験（小テスト等）  総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

以下のルールに従って受講すること。 

1 毎時提示する事前課題と事後課題を必ずやること。課題の締め切りは時間厳守とし、いかなる理由も認め

ない。 

2.私語は慎み、携帯電話の作動は厳禁とする。 

3.資料の再配布はしないので、各自で管理すること。 

4.保育内容（人間関係）用のファイルを準備して初回授業に臨むこと。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
保育内容（人間関係）を学ぶ意義 
小学校入学までに育みたい姿と人間関係 

事前学習 シラバスを確認し，授業の準備をする 

事後学習 授業に必要な教材をそろえる 

第２回 「人間関係」のねらいと内容 
事前学習 要領の人間関係のねらいと内容を読む 

事後学習 人間関係のねらいと内容を整理する 

第３回 乳幼児期の人間関係の発達の理解(1)0~3歳 
事前学習 3歳までの発達特徴を見直す 

事後学習 3歳までの人間関係の発達特徴をまとめる 

第４回 乳幼児期の人間関係の発達の理解(2)3歳以上 
事前学習 3～6歳の発達特徴を見直す 

事後学習 3～6歳の人間関係の発達特徴をまとめる 

第５回 
「人間関係」を育む保育者の関わり、ごっこ遊びやルー
ルのある遊び等人間関係を育てる活動の展開 

事前学習 教科書 第 3章を読んでくる 

事後学習 
人間関係をねらいとする保育者の援助の在

り方について考察する 

第６回 
「人間関係」を育む保育者の関わり、けんかや集団行動、
共同作業、当番活動等人間関係を深める場面の保育者か
かわり 

事前学習 教科書 第 4章を読んでくる 

事後学習 
子ども同士をつなぐ保育者の援助の在り方

について考察する 

第７回 関わりの難しい子どもへの対応 

事前学習 
身近な人に幼児期の自分の様子をインタビ
ューしてくる 

事後学習 
関わりの難しい子への関わりの視点をまと

める 

第 8回 人間関係を育む保育実践、教材の動向を学び研究する 

事前学習 教科書 第 8章を読んでくる 

事後学習 
人間関係における今日的課題について考察

する 

第 9回 情報機器・素材を活かした人間関係の展開 

事前学習 園内にある素材を考えてくる 

事後学習 
園内環境を使った人間関係の発展について

まとめる 



 

 

第 10回 子どもの人間関係を育む活動を考える：指導案の作成 

事前学習 指導案の作成方法について予習してくる 

事後学習 
人間関係を育む活動についてグループで考

える 

第 11回 子どもの人間関係を育む活動を考える：グループワーク 
事前学習 指導案の作成 

事後学習 グループ発表の準備 

第 12回 活動発表・模擬保育(1)未満・年少 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

第 13回 活動発表・模擬保育(2)年中・年長 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 指導案の修正 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「保育内容（人間関係）の記録と評価」 

記録の評価・改善に関する理論についてのこれまでの講義内容をまとめ直す。 

レポート形式：A4 用紙 1枚（1400字以上～1440字以内）以上。文末に字数記入のこと。 

実施時期：第 6回後の授業後に実施する 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回の授業後に教室にて行う。 

     提出内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適時指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導、質疑応答、意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：「保育者の援助について」 

これまでの授業を振り返り子どもの人間関係を豊かにするための保育者の援助について自分の考えをまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 3枚（4200字以上）。文末に字数記入のこと。 

実施時期：第 12回後の授業後に実施する 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回の授業後に教室にて行う。 

     提出内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適時指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導、質疑応答、意見交換を通し学んだことを A4用紙 1枚（1440字程度）にまと

め、授業終了後 1週間以内に提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育内容（表現）／表現（保育児童福祉専修） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1135 

２．授業担当教員 岡村 弘・本野 洋子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

乳幼児は日常生活や遊びの中で、イメージを自由に膨らませながら豊かな表現を見せてくれる。保育者には、

そのような乳幼児一人ひとりのあるがままの姿を捉え、意志のある「表」と無意識のうちに現れる内的変化

である「現」をそれぞれ大切に受け止めるための理解力を身につけることが必要である。 

本講義では、講義と演習を通して、乳幼児における表現の意味を理解し、表現の萌芽に気づき、その表現に
対し、適切に対応できる応答力を身につける。 

８．学習目標 

1．保育内容「表現」のねらいと内容について理解し、説明することができる。 
2．乳幼児の発達段階による「表現」の違いを理解し、説明することができる。 
3．自ら表現することにより、自己発見、自己認識を経て、保育者自身が豊かな表現者となるよう、自己表現
力を高める。 

4．乳幼児の「表現」を支える保育者の役割について理解し、説明することができる。 
5．乳幼児の「表現」を援助するための方法を身につける。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．授業内容に即して活動の準備 
2．授業内での学習に関するレポートの提出 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
平田智久・小林紀子・砂上史子編『保育内容「表現」』ミネルヴァ書房 最新保育講座 11 
【参考書】 
無藤隆 監修『事例で学ぶ保育内容 領域表現』萌文書林。 
佐伯胖/藤田英典/佐藤学 編『シリーズ学びと文化⑤表現者として育つ』東京大学出版会。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
幼稚園教育要領、幼稚園教育要領（平成29年3月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1．保育内容「表現」が設定された背景及びねらい、内容について理解することができたか。 
2．自ら表現することにより、自己発見、自己認識を経て、自己表現力を高めることができたか。 
3．乳幼児の発達段階による「表現」の違いを理解し、説明することができるか。 
4．乳幼児の「表現」を支える保育者の役割について理解し、説明することができるか。 
5．乳幼児の「表現」を援助するための方法を身につけ、実践することができるか。 
○評定の方法 
①授業への取り組み・発表内容  総合評価の 40％ 
②提出物（レポートを含む）   総合評価の 30％ 
③筆記試験           総合評価の 30％ 
①から③までを総合的に評価する。 

12．受講生への 
メッセージ 

学習目標が達成できるよう努力しましょう。 
幼児理解を深め，未分化な幼児の表現活動を捉え，的確に援助できるようになりましょう。 
自らの表現力をみがきましょう。自然の美しさや日々の変化に気づく感受性を育てましょう。 
色々な文化的経験を積みましょう。 

13．オフィスアワー 最初の授業時間に説明 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバス説明・授業概要） 
表現とは何か。五感を研ぎ澄まし表現する身体の準備 
子どもの歌の特徴と魅力 （歌い感じ考える） 

事前学習 教科書第 5 章を予習。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第２回 
保育内容「表現」のねらいと内容，子どもの発達と表現の捉え方，そ
の評価方法について学ぶ。 

事前学習 教科書第 1 章，第 2 章を予習。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第３回 リズミカルな身体を創る （リズム遊び・リトミックの理解） 
事前学習 教科書第 3 章、第 4 章を予習。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第４回 
身体遊びと音楽 （手遊び、わらべうた遊び等） 
子どもの歌を歌い感じ考える 

事前学習 
手遊び、わらべうたを調べてく
る。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第５回 保育における集団の表現活動と個の尊重について学ぶ 
事前学習 教科書第 6 章、第 7 章を予習。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第６回 季節を感じて伝える（絵，写真，実物を見て語る） 
事前学習 教科書第 9 章を予習。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第７回 
素材との出会い①（素材～水，紙，石，ひも，葉等を使っての色，形
の表現探索） 

事前学習 
活動の準備。教科書第 8 章の予
習。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第８回 
素材との出会い②（身の回りにあるプラスチックの容器やストロー、
針金、紙コップなどを使って音の出る楽器を作る） 

事前学習 
発表の準備。教科書第７章を予
習。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第９回 
表現のコアとなる体験の振り返り，他領域との関連，情報機器の併用
及び教材としての可能性を考える。 
保育園での保育の DVD を見て子どもの表現活動について学ぶ 

事前学習 
活動の準備。教科書第 10 章を予
習。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

  



 

 

第１０回 課題研究 1 の提出と意見交換及び質疑応答 
事前学習 課題研究の作成 

事後学習 課題研究の振り返り 

第１１回 
課題研究 2：第 11 回に補講授業を実施する。「総合的な表現活動」の
指導案作成及び指導案に基づいた活動① 

事前学習 指導案の準備 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１２回 「総合的な表現活動」の指導案に基づいた活動② 
事前学習 活動の準備 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１３回 

「指導案を基に総合的な表現活動に関する模擬保育を行い，その振り
返りと分析から改善点を見つける 
まとめ（保育内容「表現」における今後の課題と「総合的な表現活動」
の指導案に基づいた活動② 

事前学習 
指導案の修正 
活動のために使用する材料の準
備。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

課題研究
１ 

課題内容：動画サイトなどを参考にして、子ども向けの手遊び歌の中で、子どもと一緒にやりたいと思った歌を 1曲選
び、その理由と実際自分がやるときに留意する点を、1000字以内で述べなさい。 
形式：レポート Ａ４ 1000字以内 
実施時期：第 10回授業時までに作成する。 
提出期限：第 10回授業時に提出する。 
事後学習：授業時に意見交換をし、振り返りをまとめる。 

課題研究
２ 

第 11 回に補講授業を実施する。 
 
授業内容：総合的な表現活動」の指導案作成及び指導案に基づいた活動 
実施時期：第 10 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。  
事前学習：総合的な表現活動について考えておく。 
事後学習：第 13 回に総合的な表現活動に関する模擬保育を発表する。  

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育の心理学Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT3405 

SCOT3405 

SJMP2110 ２．授業担当教員 石 暁玲 

４．授業形態 演習（ディスカッション，グループワーク），講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「保育の心理学Ⅱ」は「保育の心理学Ⅰ」の発展科目なので，「保育の心理学Ⅰ」の単位を修得した後に履修

することが望ましい。 

７．講義概要 

子どもを取り巻く社会は、家族の形態や就労、価値観や知識などの家族環境、子育てを支援する地域や福

祉という社会環境、さらには社会全体にある子育て観や遊び道具の変化など様々な側面で大きく変化してき

ています。 

保育の心理学Ⅱでは、保育場面での生活や遊びを通じて得られる様々な経験がどのように子どもの発達に

関わっているかを理解し、子どもの心身の発達を促進する保育における発達援助について学びます。この講

義では学習心理学や教育心理学と呼ばれる心理学の知識についての理解を深めながら、保育の心理学Ⅰで学

習した子どもが本来持っている発達の素質を引き出すために、保育者はどのような関わりをしていけばよい

のかを実践的に考えていきます。 

８．学習目標 

①子どもの経験に基づく学習の過程を理解し，説明できるようになる。 

②保育実践の場で養われる子どもの心身の発達について理解し，説明できるようになる。 

③子どもの発達・教育に関する心理学の知見をもとに，発達に応じた保育場面での支援について実践的に考

えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容にかかわる課題を授業中に随時提示します。 

授業中テストを実施します。予習・復習など自発的勉強が必要です。 

保育実践に活かす心理学の基礎知識の理解と応用する力を高めるために、子どもの発達や学び、保育に関

わる宿題を出します。 

授業中にビデオを見たり課題を読んだりして、話し合いや発表を行います。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

立松英子(編著)『保育の心理学Ⅱ』大学図書出版。 

授業中にプリントや資料を配付するので、各自ファイル（A4用）を用意しておくとよいと思います。 

【参考書】 

松原達哉編『発達心理学―健やかな幸せな発達をめざして』丸善出版。 

咲間まり子編『多文化保育・教育論』みらい社。 

無藤隆・岡本祐子・大坪治彦（編著）『やわらかアカデミズム<わかる>シリーズ よくわかる発達心理学』ミ

ネルヴァ書房。 

藤村宣之（編著）『いちばんはじめに読む心理学の本 3 発達心理学 周りの世界とかかわりながら人はいか

に育つか？』ミネルヴァ書房。 

菊野 春雄 (著) 『乳幼児の発達臨床心理学: 理論と現場をつなぐ』 北大路書房 

『幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 平成２９年告示/文部科学省

/厚生労働省/内閣府』チャイルド本社。 

「保育の心理学Ⅰ」や「発達心理学」「教育心理学」などの授業を受講している人は、その授業内容、教科書、

参考書も参考にしてください。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 子どもの心身の発達および学習の過程について説明することができるか 

2. 心理学の知見をもとに，発達に応じた保育場面での支援について実践的に説明することができるか 

○評定の方法 

1. 授業態度と参加姿勢     総合点の 30％ 

2. 課題発表          総合点の 30％ 

3. 試験もしくはレポート    総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもや自分、他者の心の働きに対して興味を持つことが授業の理解につながります。 

教員と学生の相互努力によって授業はよりよくなっていきます。受講生の授業への積極的な参加と授業へ

の協力を求めます。 

13．オフィスアワー 第 1回目のガイダンスで発表します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 授業のすすめ方 保育の心理

学Ⅱを学ぶ意義について 

事前学習 シラバスを読んでくる。 

事後学習 
シラバスと授業の進め方を理解し、テキストに簡単に目を

通す。 

第２回 
子ども理解における発達の把握①（教科書

第 1章） 

事前学習 教科書の第 1章を読み、『発達』の意味を理解する。 

事後学習 
授業内容を振り返り、子どもの発達をとらえる視点につい

て考える。 

第３回 子ども理解における発達の把握②（第 1章） 
事前学習 発達の大まかな流れを復習する。 

事後学習 授業を振り返り、幼児期の発達の節目を理解する。 

第４回 個人差に応じた保育（第 1章） 

事前学習 第 1章を読み、個人差と発達の関係を理解する。 

事後学習 
授業内容を振り返り、発達における個人差を保育者として

どうとらえるか考える。 



 

 

第５回 生活や遊びを通じた学びの過程（第 2章） 
事前学習 

第 2章を読み、子どもの発達に与える遊びの影響について

考える。 

事後学習 授業内容を振り返り、遊びの重要性についてまとめる。 

第６回 遊びと発達(第 2章) 

事前学習 第 2章を読み、遊びと発達の基礎知識を復習する。 

事後学習 
授業内容を振り返り、子どもにおける遊びと発達の関わり

を理解する。 

第７回 遊び支援の実際（第 2章） 

事前学習 第 2章を読み、遊び支援の意味を考える。 

事後学習 
授業内容を振り返り、保育における遊びを豊かに進めるた

めの環境設定や環境作りの大切さについて考える。 

第８回 保育における特別な支援Ⅰ（第 3章） 

事前学習 
第 3章を読み、「特別支援教育」という言葉にはどんな意味

がこめられているのか考える。 

事後学習 
授業内容を振り返り、これからの特別支援教育には何が求

められるのか考える。 

第９回 保育における特別な支援Ⅱ（第 3章） 

事前学習 第 3章を読み、代表的な発達障害について理解を深める。 

事後学習 
授業内容を振り返り、個々の特徴に応じた支援のあり方に

ついて考える。 

第１０回 保育における特別な支援Ⅲ（第 3章） 

事前学習 
第 3章を読み、子どもや保護者を支える協働体制にはどの

ようなものがあるのか考える。 

事後学習 
授業内容を振り返り、保育者としてどう他機関と協同して

いくのか考える。 

第１１回 
保育所における支援①児童虐待の理解と対

応（第 4章） 

事前学習 第 4章を読み、虐待の現状について考える。 

事後学習 
授業を振り返り、虐待に対して保育者としてどのような支

援ができるのか、考える。 

第１２回 
保育所における支援②就学への支援（第 3

章） 

事前学習 
発達の連続性を理解しておく。外部講師による授業実施の

予定。 

事後学習 
授業を振り返り、幼児期の育ちと集団生活、学校への移行

について考える。 

第１３回 全体のまとめ・小テスト 

事前学習 
テキストをもう一度通読し、発達と保育に関する課題を考

える。 

事後学習 
授業内容を振り返り、現代における保育の課題や問題点を

解決するための取り組みについて考える。 

課題研究

1 

課題研究テーマ: 第 4章を読み、子育てを支える地域社会がどう変化したのかを調べ、子どもの発達に与える影響を分

析しこれからの時代に求められる子育て環境を考察する。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期:第 5回の授業後に実施する。 

提出期限:第 6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ:「多文化保育」について、自分の興味・関心のある文献を一つ調べて印刷する。熟読しその内容をま

とめ、今後の保育実践への示唆を考察する。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期:第 11回の授業後に実施する。 

提出期限:第 12回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育内容総論 （2単位） 

３．科目番号 
SSOT2411 

SCOT2411 

SJMP2130 ２．授業担当教員 西脇 二葉 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育者として保育内容を考える際、保育内容の５領域や子どもの活動に対する理解は重要である。しかし、

子どもの実態に応じて保育を構想するためにはこれらの理解のみでは十分条件とはならない。これらに加え

て、養護と教育が一体的に展開する保育、環境を通して行う保育、遊びによる総合的な保育といった一連の

保育内容の展開に関する考え方への理解が深まることで、はじめて目の前の子どもの姿から具体的に保育を

構想することが可能となる。本講義の目的はここにあり、子どもの姿から保育を構想していく際に必要な考

え方を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

１．保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園保育・教育要領に基づいた現代の保育の全体的な構造

を理解し、説明できる。 

２．保育の歴史的変遷について学び、保育の基本及び保育内容について「保育の目標」、「子どもの発達」、

「保育の内容」を関連付けて説明できる。 

３．子どもの生活や遊びの総合性を理解し、保育内容を領域別に指導するのでは無く、相互関連性等を踏ま

えた総合的な指導の在り方を理解する。特に、各領域が発達を捉える視点であることを具体的に説明す

ることができる。 

４．子どもの発達の特性や発達過程を踏まえた観察や記録の観点を習得し、子ども理解を深める姿勢を身に

付ける。 

５．多様な保育展開について学び、子どもの育ちに相応しい保育を構想することができる。 

６．現代社会における様々な保育課題を知り、常に保育者としての資質と専門性の向上に努める姿勢を身に

付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業時に小テスト2回実施・期末課題を提示する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

冨田久枝他『持続可能な社会をつくる日本の保育―乳幼児期におけるＥＳＤ』かもがわ出版。 

【参考書】『幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領』ひかりのくに 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．授業に対する参加態度（授業に臨む姿勢、個別学習・グループ学習における課題への取り組み）は意欲

的であったか。 

２．提出物の期日は順守できたか、取り組みの内容は十分なものであったか。 

３．（試験）授業を踏まえて学習目標に示された内容が定着していたか。 

(レポート）テーマに沿って分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

○評定の方法 

１．授業態度 50% 

２．提出物とその内容 20% 

３．期末試験もしくは期末レポート 30%  

12．受講生への 

メッセージ 

以下のルールに従って受講すること。 

1 毎時提示する事前課題と事後課題を必ずやること。課題の締め切りは時間厳守とし、いかなる理由も認め

ない。 

2.私語は慎み、携帯電話の作動は厳禁とする。 

3.資料の再配布はしないので、各自で管理すること。 

4.保育内容総論用のファイルを準備して初回授業に臨むこと 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
幼稚園教育要領、保育所保育指針に示された教育の基本
をふまえた「保育内容総論」の意義 

事前学習 
学校教育の教育内容と保育所・幼稚園の保育
内容の自分のイメージを整理しておく。 

事後学習 保育内容総論の意義をまとめる。 

第２回 
子どもの発達と保育内容―幼稚園教育要領、保育所保育
指針における各領域のねらい、内容、指導上の留意点を
ふまえて― 

事前学習 
幼稚園教育要領の第２章の前文を読んでお
く。 

事後学習 子どもの経験と学習の関係を復習する。 

第３回 
子ども理解・保育理解と保育内容（１） 

 －子ども観と保育観の理解－ 

事前学習 子ども理解の意味を考える。 

事後学習 子ども観と保育観の意味を復習する。 

第４回 
子ども理解・保育理解と保育内容（２） 

 －子ども観・保育観と保育内容－ 

事前学習 子ども観と保育観の関係を考察する。 

事後学習 
子ども理解と保育内容の関係についてまと

める。 



 

 

第５回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領について（１） 

 －保育所保育指針の理解、及び保育所における乳幼児
の経験と発達に即した保育と、小学校の教科とのつなが
りを考える－ 

事前学習 保育所保育指針の第１章を読んでおく。 

事後学習 
保育所保育指針を読み、保育内容の理解を深

める。 

第６回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領について（２） 

 －幼稚園教育要領の理解、及び幼稚園における幼児の
経験と発達に即した保育と、小学校の教科とのつながり
を考える－ 

事前学習 幼稚園教育要領の第１章を読んでおく。 

事後学習 
幼稚園教育要領を読み、保育内容の理解を深

める。 

第７回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領について（３） 

 －認定こども園法・制度の理解と保育内容－ 

事前学習 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領第１
章を読んでおく。 

事後学習 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領を読

み、保育内容の理解を深める。 

第 8回 
教育課程・保育の全体計画と指導計画、及び指導案の作
成 

事前学習 
幼稚園教育要領・保育所保育指針に示されて
いる教育課程・保育の全体計画の箇所を読ん
でおく。 

事後学習 
指導案を立てる意味と実践するうえでの留

意点を復習する。 

第 9回 模擬保育（乳児対象）と保育の評価（1） 

事前学習 
乳児の発達について調べておく。模擬保育の
シミュレーションをする。 

事後学習 
模擬保育で学習した事柄をふまえて乳児対

象の保育内容での留意点をまとめる。 

第 10回 
模擬保育（幼児対象）と保育の評価（2） 
―保育者の子どもへの関わりを中心として― 

事前学習 
幼児の発達について調べておく。模擬保育の
シミュレーションをする。 

事後学習 
模擬保育で学習した事柄をふまえて幼児対

象の保育内容での留意点をまとめる。 

第 11回 保育内容の歴史的変遷 
事前学習 明治以降の日本の歴史について調べてくる。 

事後学習 保育内容の歴史的変遷についてまとめる。 

第 12回 保育実践の動向と保育の多様な構想と展開 
事前学習 教科書のコラムの箇所を読んでおく。 

事後学習 現代社会と多様な保育についてまとめる。 

第 13回 授業内容のまとめとポイントの検証 
事前学習 授業で学んだことを振り返る。 

事後学習 授業で学んだことをもう一度振り返る。 

課題研究 

1 

 

課題研究テーマ：第 2回～6回の講義内容を踏まえて「現代の保育の目的と内容」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1400字以上～1440字以内）。文末に字数記入のこと。 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で実施する。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：保育における ESDについて、印象に残った教科書の章を取り上げ、①その理由②自分が考える ESD

保育の在り方について述べなさい。 

レポート形式：A4用紙 3枚（5400字以上）。文末に字数記入のこと。 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 15回授業終了後に教室で実施する。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受付適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめ、授業終了後 1週間以内に提出。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学（憲法） （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1317 

GELA1138 
２．授業担当教員 御手洗 大輔 

４．授業形態 

講義（質疑応答を含む）を主とするが、事例問題ではグループ討議、
発表、検討を行う。講義はレジュメに沿って行うが、理解を助ける

上で教科書を使用したり、必要な最新情報等を提供したりする。各
自が要点を把握し、配布されたレジュメに筆記することが必要であ
る。毎回の授業時間の末尾においてその日の授業内容に関する内容

を記入し、提出する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

日本の法体系は日本国憲法（憲法）を頂点とした体系である。その中で、憲法は私たちのもつ人権を保障し、

日本社会のあり方を規定しているため、今後学ぶことが考えられる法令に関係する科目（例：民法、行政法、

教育法規等）の基礎となる。 

７．講義概要 

本科目は、教育職員免許状を取得する際の基礎資格として必須科目である。また、公務員試験を受験する

際の必要な科目ともなっている。 

公務員や教員だけに限らず社会人にとって、法について基礎知識を学び、身に付けることは仕事を進める

上で大切なことである。また、一般の公務員や教員及び企業人の実践力は法に裏付けられたものでなければ、

その役割を全うすることは困難である。 

そこで、本講義では法の作用や役割を学び、社会人として必要とされる法律の基礎知識を習得する。なお、
習得の際には多くの具体的事例を通して学び、時にはグループディスカッションをしたりして理解を深める

ことにする。 

８．学習目標 

１．法学（憲法）の基礎知識を理解する。 

２．法学を学ぶには、条文や判例などを読むことは欠かせないものであるとの学習態度を身に付ける。 

３．法律的なものの考え方を理解し、仕事に就いたときに活かせるようにする。 

４．教員採用試験や公務員試験に出題される法規一般の問題に対応しうる法律知識を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・毎回の授業内容に相当する部分の教科書を読んでおくこと。 

・意味の分からない用語について調べておくこと。 

・レポート課題を 2回程度、また、理解度に応じてディスカッションを実施する（第 1回の講義で告知する）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】〇御手洗大輔著『日本国憲法論講義』デザインエッグ社、第 2版 2020年 2月。 

【参考書】〇『ポケット六法 令和 2年度版』有斐閣。 

【参考書】〇東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法一般の決まりや法規学習についての基礎知識を身に付けることができたか。 

２．日本国憲法の基本原理と三権についての理解を深めることができたか。 

３．国家試験（社会福祉士や精神保健福祉士）や公務員試験（一般行政職、公立学校教員、公立保育所、警

察官など）の受験の基礎となる科目である。試験合格に対応できる力を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への取り組み状況（授業態度、発言、発表など） ４０％ 

レポートや理解度テストの結果 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・本科目では、学生個人の思考力、判断力、問題解決能力を養成し、より実践的で具体的な知識を得ること

を目的としています。この目的を達成するため受講生は以下の条件の順守に努めて下さい。 

１．授業中は、良き緊張感と集中力を保持して積極的な態度で授業に臨むこと。 

２．講義内容について事前に教科書の該当部分を読み、自分なりの問題意識をもって講義に臨むこと。 

３．授業中はスマートフォンや携帯電話等は机上に置かずに、バッグにしまっておくこと。 

４．少なくとも指示する範囲を読んでおくこと。また、意味の分からない用語については調べておくこと。 

・疑問や添削などは講義の前後やメールで随時受け付けますので、活用して下さい。 

13．オフィスアワー 授業前と授業後に行う。また、授業用メール（ yushouxi@live.jp ）で随時受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 憲法の基本と思想良心の自由を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第 1 章（pp.10

～13）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 6章（pp.33～36）も読む。 

第２回 主権者と表現の自由（総論）を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第 3 章（pp.19

～21）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 7章（pp.38～41）も読む。 

第３回 信教の自由と三権分立を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第18章（pp.108

～111）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 9章（pp.49～52）も読む。 

第４回 学問の自由と司法消極主義を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第26章（pp.150

～154）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 10 章（pp.55～58）も読む。 



 

 

 

第５回 職業選択の自由と公共の福祉論を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第 19章（pp.114

～116）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 11章（pp.62～66）も読む。 

第６回 財産権と財政・租税を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第28章（pp.163

～166）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 12 章（pp.69～72）も読む。 

第７回 生存権と共生社会を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第27章（pp.156

～160）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 13 章（pp.75～79）も読む。 

第８回 教育を受ける権利と憲法秩序を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第29章（pp.169

～173）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 14 章（pp.81～85）も読む。 

第９回 勤労者の権利と私人間効力論を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第 20章（pp.119

～122）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 15 章（pp.88～93）も読む。 

第１０回 立憲主義と法の下の平等原則を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第 2 章（pp.15

～17）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 16 章（pp.95～99）も読む。 

第１１回 平和主義と行政国家を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第 4 章（pp.23

～25）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 23 章（pp.135～137）も読む。 

第１２回 国会と内閣、議院内閣制を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第22章（pp.130

～133）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 21 章（pp.124～128）も読む。 

第１３回 裁判所と司法の独立を中心に 

事前学習 
授業内容に相応する教科書の第24章（pp.140

～143）を読んでおくこと。 

事後学習 

授業中に完成させた教科書の概念図と解説

した演習問題について、整理する。余力があ

れば、第 25 章（pp.145～147）も読む。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1回と第 2回の講義内容を踏まえて、問 2（教科書 32頁）について答案を作成する。 

レポート形式：所定の用紙（800字）で 1000字程度、書き方は教科書巻末の答案の書き方に準じること。 

実施期間：第 2回の授業後に実施する。 

提出期限：第 3回の授業開始時に提出する。遅着は認めない。 

事後学習：レポート作成と添削指導、質疑応答、意見交換等を通して理解を深めまとめておく。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 3回～第 8回の講義内容を踏まえて、問 4（教科書 174頁）について答案を作成する。 

レポート形式：所定の用紙（800字）で 1000字程度、書き方は教科書巻末の答案の書き方に準じること。 

実施期間：第 8回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。遅着は認めない。 

事後学習：レポート作成と添削指導、質疑応答、意見交換等を通して理解を深めまとめておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学（憲法） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1117 

２．授業担当教員 永井 紹裕 

４．授業形態 

講義（質疑応答を含む）を主とするが、事例問題ではグループ討議、
発表、検討を行う。講義はレジュメに沿って行うが、理解を助ける

上で教科書を使用したり、必要な最新情報等を提供したりする。各
自が要点を把握し、配布されたレジュメに筆記することが必要であ
る。毎回の授業時間の末尾においてその日の授業内容に関する内容

を記入し、提出する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

今後学ぶことが考えられる法律に関係する科目の基礎となるものである。この科目は、民法、行政法、教育

法規等を学習するときの基礎知識となるものである。 

７．講義概要 

本科目は、教育職員免許状を取得する際の基礎資格として必須科目である。また、公務員試験を受験する

際の必要な科目ともなっている。 

公務員や教員だけに限らず社会人にとって、法について基礎知識を学び、身に付けることは仕事を進める

上で大切なことである。また、一般の公務員や教員及び企業人の実践力は法に裏付けられたものでなければ、

その役割を全うすることは困難である。 

そこで、本講義では法の作用や役割を学び、社会人として必要とされる法律の基礎知識を習得する。なお、
習得の際には多くの具体的事例を通して学び、時にはグループディスカッションをしたりして理解を深める
ことにする。 

８．学習目標 

１．法学（憲法）の基礎知識を理解する。 

２．法学を学ぶには、条文や判例などを読むことは欠かせないものであるとの学習態度を身に付ける。 

３．法律的なものの考え方を理解し、仕事に就いたときに活かせるようにする。 

４．教員採用試験や公務員試験に出題される法規一般の問題に対応しうる法律知識を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業の内容の理解度を見るために確認テストを行い、場合によってはレポートを課す。 
授業の予習・復習をしっかり行い、理解を深めることを求める 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

初宿正典ほか著『いちばんやさしい憲法入門第６版』有斐閣、2019。 
どのようなものでもかまわないが、六法を持参すること。 
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi から適宜印刷したものでもかま

わない。 
【参考書】 
初宿正典ほか編『目で見る憲法 第４版』有斐閣、2011。 

毛利透『グラフィック憲法入門』新世社、2016。 
長谷部恭男『憲法入門』羽鳥書房、2010。 
安西文雄ほか著『憲法学読本第 2版』有斐閣、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法一般の決まりや法規学習についての基礎知識を身に付けることができたか。 

２．日本国憲法の基本原理と三権についての理解を深めることができたか。 

３．国家試験（社会福祉士や精神保健福祉士）や公務員試験（一般行政職、公立学校教員、公立保育所、警

察官など）の受験の基礎となる科目である。試験合格に対応できる力を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への取り組み状況（授業態度、発言、発表など） ４０％ 

レポートや理解度テストの結果 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

憲法はこの国のあり方や仕組みを規定したものである。憲法を理解することはこの国をより一層理解する
ことにつながる。 
法律学は、抽象的な議論が多くなりがちで、初学者にとっつきにくい内容になりがちであるが、この講義

では、なるべく具体的な事例を扱って受講生に興味を持ってもらえるように努める。この講義では、事前学
習以上に事後学習に力を注いでもらいたい。 
なお、授業の進行速度、受講生の理解度等を考慮し、シラバスの授業内容、進行順序を一部変更すること

がある。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
教科書の使い方・授業の進め方、憲法と他の法律との関
係、判例や法令集の調べ方などの基礎的知識 

法律学とはどのようなことを行っているのかについて
身近な事例を踏まえて考えてもらう 

事前学習 
中学や高校の教科書で憲法について書かれ
ている箇所を読んできてください。 

事後学習 
図書館で、憲法に関する事件や判決を読んで

みる。 

第２回 
憲法とは① 
憲法と国家 

事前学習 
国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の日
本国憲法の大原則について内容を確認して
おく。 

事後学習 
国家と憲法の関係について授業を振り返り、

理解を深める。 

第３回 
憲法とは② 

憲法による人権保障とその制限 

事前学習 
憲法について書かれている記事などを調べ、
どのようなことが問題となっているかを自
分の中で考える。 

事後学習 

憲法がいかなる根拠に基づいて人権を保障

し、制限を加えるかについて授業を振り返り

理解を深める。 



 

 

 

第４回 

基本的人権① 
子供の人権・外国人の人権 

 

事前学習 教科書 pp.4～24を通読する。 

事後学習 

日本国憲法は子供の人権や外国人の人権に

ついてどのような理解に立っているか講義

を振り返ってもう一度教科書の該当部分を

読む。 

第５回 
基本的人権② 
プライバシー権・自己決定権 

事前学習 教科書 pp.25～44を通読する。 

事後学習 

プライバシー権や自己決定権がどのように

展開されてきたかをレジュメや教科書を見

て理解を深める。 

第６回 法の下の平等、グループ討論① 

事前学習 教科書 pp.45～66を通読する。 

事後学習 

再婚禁止期間や尊属殺傷の事例を通じて日

本国憲法における平等の考え方を教科書や

レジュメを振り返り理解する。 

第７回 
基本的人権③ 
精神的自由（信教の自由、表現の自由） 

事前学習 教科書 pp.69～98を通読する。 

事後学習 

国家と宗教とのかかわり、個人が信仰する宗

教について日本国憲法がどのような立場に

立っているかを理解する。 

表現の自由の内容やその展開について教科

書やレジュメを振り返り理解する。 

第８回 
基本的人権④ 
経済活動の自由（営業の自由） 

事前学習 教科書 pp.99～108を通読する。 

事後学習 

憲法が経済活動についていかなる根拠にも

とづいて規制を加えているか、精神的自由と

比較して理解する。 

第９回 
基本的人権⑤ 
社会権、これまでのまとめ① 

事前学習 教科書 pp.108～140を通読する。 

事後学習 

これまでのような国家による自由の制限と

異なって国家が国民の自由を保障する規制

についてどのような特色があるかを理解す

る。 

第１０回 天皇制、平和主義 

事前学習 教科書 pp.143～162を通読する。 

事後学習 

現在まさに問題となっている天皇制につい

て日本国憲法がどのような考え方に立って

いるかを戦前の憲法と比較しながら理解す

る。安保法案などで問題となっている憲法 9

条について、日本は武力の保持や行使につい

てどのような立場に立っているかを理解す

る。 

第１１回 統治機構①立法 

事前学習 教科書 pp.163～182を通読する。 

事後学習 

国会が唯一の立法機関であるとしている日

本国憲法 41 条の意義、また衆議院や参議院

といった二院制を採用する意義や機能につ

いて理解を確認しておく。 

第１２回 統治機構②行政 

事前学習 教科書 pp.183～194を通読する。 

事後学習 

日本国憲法が採用する議員内閣制について、

その仕組みや機能について教科書やレジュ

メを振り返り確認する。 

第１３回 統治機構③司法 

事前学習 教科書 pp.195～216を通読する。 

事後学習 

民主政治の中で司法権が果たす役割につい

て理解する。 

とりわけ、行政権や立法権との関係、司法審

査の対象について教科書やレジュメを振り

返り理解を深める。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 3回～第 6回で扱った最高裁判例のうち興味を持ったものについて、事案の概要と判決の要約をし

たうえで、なぜ興味を持ったのか、自身でどう考えるかについてまとめてください。 

レポート形式：Ａ用紙１枚（1000字程度） 

提出期限：第 8回の授業終了時まで 

     提出後添削をしたうえで、教室において質疑応答・意見交換を行う。なお、添削内容等について質問がある

場合は授業の前後で随時質問を受け付ける。 

事後学習：添削内容を踏まえた上で再度修正版を提出する（提出期限は最後の授業終了時まで）。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「13回の授業内容をより深く理解するための練習問題、復習問題等の実施」 

実施時期：授業内で告知する 

事前学習：13回の講義で配ったレジュメ・教科書を再度確認する 

事後学習：講義で行った練習問題・復習問題を再度解き直す。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保健医療 （2 単位） 

３．科目番号 SSMP1102 

２．授業担当教員 中土 純子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これまでわが国の保健医療サービスは、国民皆保険制度によって支えられてきた。しかし疾病構造の変化や

高齢化が進んでいる現在、わが国の保健医療サービスは再編成を迫られている。この科目では医療保険制度
の概要と医療費に関する政策的動向、診療報酬制度の概要、保健医療サービスの各専門職の役割、多職種連
携や「病院」についての基礎的な理解を深めるとともに、保健医療サービスにおけるソーシャルワーカーの

役割や、組織や地域とソーシャルワークの関連を理解する。 

８．学習目標 

１．医療保険制度の概要と医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるようになる。 
２．診療報酬の概要を理解し、説明することができるようになる。 

３．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携について理解し、説明することができるようになる。 
４．医療を取り巻く現状について理解し、説明することができるようになる。 
５．病院のしくみについて理解し、説明することができるようになる。 

６．組織とソーシャルワークの関連について理解し、説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義内容に関する課題（確認テスト/レポート）を複数回実施する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 
『新・社会福祉士養成講座 第17巻 保健医療サービス』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．医療保険制度及び診療報酬制度の概要、医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるか。              

２．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携、組織とソーシャルワークの関連について説明するこ

とができるか。 

○評定方法 

１．日常の授業態度（参加・実践・小テスト等） 総合点の３０％ 

２．期末試験・レポート等  総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講態度や姿勢、提出物に関しては、「他人に迷惑をかけない」こと「提出期限を守る」ことを求めます。 

講義の進捗状況・理解度により、シラバスの内容が前後する場合があります。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（シラバス、講義概要、レポートについての説明等） 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全

体的なイメージをつかむ。 

事後学習 
保健医療サービスを学ぶ意味について理解

を深める。 

第２回 

第 1 章 保健医療サービスの変化と社会福祉専門職の

役割① 

（保健医療サービスとは，戦後の保健医療サービス） 

事前学習 第 1 章（pp.1～38）を読む。 

事後学習 
保健医療サービスの構成要素、戦後の整備・

拡充を整理して理解する 

第３回 

第 1 章 保健医療サービスの変化と社会福祉専門職の

役割② 

（医療法改正と今日的課題，社会福祉士の役割） 

事前学習 第 1 章（pp.1～38）を読む。 

事後学習 

保健医療サービスの変化と社会福祉士の役

割、医療法改正と今日的課題について整理す

る。 

第４回 

第 2 章 保健医療サービスを提供する施設とシステム

① 

（医療法と医療施設の機能） 

事前学習 第 2 章（pp.39～90）を読む。 

事後学習 

医療法による医療施設の機能・類型、医療政

策による医療施設の機能・類型 

を整理する。 

第５回 

第 2 章 保健医療サービスを提供する施設とシステム

② 

（診療報酬･介護保険法における施設の基準と類型） 

事前学習 第 2 章（pp.39～90）を読む。 

事後学習 

診療報酬による医療施設の基準・類型、介護

施設の基準・類型、在宅支援のシステムにつ

いて整理する。 

第６回 

第 3 章 保健医療サービスにおける医療ソーシャルワ

ーカーの役割 

（医療ソーシャルワーカーの歴史と業務） 

事前学習 第 3 章（pp.91～130）を読む。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの業務指針とその

役割を整理する。 

第７回 
第 4 章 保健医療サービスの専門職の役割① 

（保健医療サービス専門職の役割と業務） 

事前学習 第 4 章（pp.131～162）を読む。 

事後学習 
保健医療サービス専門職の概観、基本的姿勢

を整理する。 

第８回 
第 4 章 保健医療サービスの専門職の役割② 

（保健医療サービス専門職の視点と倫理） 

事前学習 第 4 章（pp.131～162）を読む。 

事後学習 各専門職の視点と役割を整理する。 

第９回 
第 5 章 保健医療サービスの提供と経済的保障① 

（医療保険制度と診療報酬） 

事前学習 第 5 章（pp.163～196）を読む。 

事後学習 
医療保険制度と診療報酬制度の概要を整理

する。 



 

 

第１０回 
第 5 章 保健医療サービスの提供と経済的保障② 

（介護保険制度と介護報酬） 

事前学習 第 5 章（pp.163～196）を読む。 

事後学習 
介護保険制度と介護報酬制度の概要につい

て整理する。 

第１１回 
第 5 章 保健医療サービスの提供と経済的保障③ 

（公費負担医療制度） 

事前学習 第 5 章（pp.163～196）を読む。 

事後学習 公費負担医療制度の概要を整理する。 

第１２回 
第 6 章 保健医療サービスにおける専門職の連携と実

践 

事前学習 第 6 章（pp.197～231）を読む。 

事後学習 
保健医療の専門職との連携方法と基礎知識

について整理する 

第１３回 
第 7 章 保健医療サービスにおける地域の社会資源と

の連携と実践 

事前学習 第 7 章（pp.233～268）を読む。 

事後学習 地域ケアネットワークについて整理する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第５回の講義内容を踏まえ、「医療保険制度及び診療報酬制度の概要、医療費に関する政策的

動向」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：指定の A4 用紙１枚 

実施時期：第５回の授業後 

提出期限：第６回の授業開始時に提出（授業中や授業後は認めない） 

留意事項：課題研究テーマの内容は、授業の進度に応じて変更することがある。 

レポート提出後、添削指導と質疑応答を第８回授業終了後に実施する。 

     課題についての質問等はその後の授業時間内でも適宜受け付けるものとする。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。   

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第６回～第１０回の講義内容を踏まえ、「保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：指定の A4 用紙１枚 

実施時期：第１０回の授業後 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出（授業中や授業後は認めない） 

留意事項：課題研究テーマの内容は、授業の進度に応じて変更することがある。 

レポート提出後、添削指導と質疑応答を第１３回授業終了後に実施する。 

     課題についての質問等はその後の授業時間内でも適宜受け付けるものとする。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保健科指導法Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 EDHE2347 

２．授業担当教員 河村 明和 

４．授業形態 

◇課題提示→講義→演習・協議等→講義→振り返り など 

＜例１＞ 

導入：講義から課題の把握→展開（演習）：自分の考えをまとめる

→グループでの話し合い→グループの考えを発表→全体での協議

→まとめ：協議と講義のまとめ 

＜例２＞演習（課題学習を生かした授業の在り方） 

導入：指導法を形にする講義→展開（演習）：課題の調査による解

明→指導案の作成→模擬授業→全体協議→まとめ：模擬授業の成果

とまとめ 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

(1) 保健科教員を目指す者にとって必要な授業力の基礎を身に付ける内容とする。 

(2) 生徒に分かる保健授業の展開を目指し、「教育内容の教材化、指導法、指導案作成」の基礎を身につける。 

(3) 保健学習に関する主要な指導法を講義等で理解し、演習・協議等を通じて保健学習の概念を自ら描ける
ようにする。 

(4) 生徒を取り巻く生活環境やライフスタイルの変化による新たな健康課題を学ぶとともに、保健科指導法

Ⅱの授業で本格的な指導案が作成できるための基礎的・基本的な資質・力量を養う。  

８．学習目標 

(1) 生徒にとって楽しく分かりやすく学べる保健授業の展開を目指した「教育内容の教材化、指導法、指導
案の作成」など、保健科教員を目指す者にとって必要不可欠な基礎・基本となる学力を、試行錯誤しなが

ら実践的に身に付けることができるようにする。 

(2) 文部科学省刊「中学校学習指導要領解説 保健体育編」と「高等学校学習指導要領解説 保健体育・体
育編」の保健分野・保健科の内容について理解し、説明することができるようにする。 

(3) 課題学習の進め方（課題設定の在り方、類型、ディベートの手法を生かした課題学習など）を理解でき
るようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

平素の講義と学習指導要領解説書並びに教科書を理解し、次の点を予習することにより、確かな力を身に付
けることができる。 
(1) 次時の学習内容について、教科書を活用して予習することをアサイメントとする。 

(2) 健康教育に関する多様な指導法をまとめ、適宜レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

森昭三、和唐正勝編著『新版 保健の授業づくり入門』大修館書店。 

文部科学省刊『中学校学習指導要領解説 保健体育編 』東山書房。 

文部科学省刊『高等学校学習指導要領解説 保健体育・体育編 』東山書房。  

【参考書】 

髙石昌弘ほか著『現代保健体育 改訂版』大修館書店。 

【参考資料】 

中学校保健体育 現行・新学習指導要領教授用資料新旧対照表 大日本図書 

高等学校保健体育学習指導要領 新旧対応表 第一学者発表資料 

高等学校学習指導要領（平成 29 年 3 月公示 文部科学省） 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月公示 文部科学省） 

※ プリント教材等は、毎時の授業時に配布しそれを使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 期待されている保健科教育への対応に関する使命感を養うことができたか。 
２ 学習指導要領の目標及び内容について理解し説明できるようになったか。 
３ 知識を活用する学習活動を取り入れるなど、指導方法の工夫ができたか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、模擬授業、レポート、指導案、基礎的理解テスト等を総合して
評価する。］ 

１ 授業への積極的参加 ３０％   
２ 模擬授業・指導案・レポート ５０％  
３ 基礎的知識理解テスト２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

(1) 学びとは自らの課題を知ることである。その課題を自分の課題として捉えたところから学習は始まる。 
(2) 正当な理由のない遅刻、早退、欠席をしないこと。やむを得ず欠席する場合は、書面を提出すること。 
(3) 携帯電話の操作、及び私語は厳禁のこと。 

(4) レポート、アサイメントについては、指定した日までに必ず提出すること。 

(5) 予習するとともに、関心を持って健康教育関係の新聞記事や月刊誌に目を通しておくこと。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
保健学習と保健指導との違いと特質 

小学校・中学校・高等学校における保健学習 

事前学習 
「保健の授業づくりに入門」（以下:教科書）
を概観してくる 

事後学習 
学校保健の領域について復習する 

教材の意義について考えてくる 

第２回 

保健科の目標 

現代社会における保健科教育への期待 

教材の意義について考えを発表する 

事前学習 保健科の目標について考えてくる 

事後学習 保健科教育への期待について整理する 



 

 

第３回 
教育課程内における保健教育、 

青少年の健康問題への対応 

事前学習 
赤ちゃんポストに関する自分の考えを整理
してくる 

事後学習 青少年の健康問題について復習する 

第４回 

保健の授業をつくる １ 

（授業の成立、授業が授業となるとき） 

簡単な指導の流れを考える 

事前学習 教科書 pp.34～49 を熟読する 

事後学習 
授業が成立することについて整理する。 

「４５歳までの私」を作成する 

第５回 

保健の授業をつくる ２ 

（授業の４要素、授業の三角錐、教材・教材研究と
は） 

授業の 4 要素を組み込みながら授業の流れを考える 

事前学習 教材研究について考えてくる 

事後学習 
教材研究の在り方や保健のよい授業につい
て整理する 

第６回 

保健の授業をつくる ３ 

（子どもの性に向き合う、女性のからだ、男子生徒
の性的な悩み、保護者が行う性教育） 

「育ちゆくからだとわたし」に関する簡単な授業の流
れを考える 

事前学習 
子どもの性に関する問題について考えてく
る 

事後学習 性に関する家庭教育について復習する 

第７回 

感染症に関する授業 １ 

（感染症と伝染病との違い） 

「感染症」に関する簡単な授業の流れを考える 

事前学習 感染症と伝染病の違いについて考えてくる 

事後学習 感染症に関する法律を整理する 

第８回 

感染症に関する授業 ２ 

（新型インフルエンザへの対応）  

「病気の予防」に関する簡単な授業の流れを考える 

事前学習 クロスロードゲームの問題を作成してくる 

事後学習 性教育に関するレポートを作成する 

第９回 

保健の学力と教育内容 １ 

（健康にかかわる“実践力”を育てる、意志決定と
行動選択能力の育成） 

事前学習 教科書 pp.9～18 の熟読をしてくる 

事後学習 
保健的教養の形成と 学校教育について整理

する 

第１０回 

保健の学力と教育内容 ２ 

（学校教育が行うべき保健的教養） 

我が国の保健科教育の歴史について簡単な授業の流れ
について考える 

事前学習 

教科書 pp.19～31 の熟読をしてくる 

授業を行うにあたってどのような教材が必
要かを考えてくる 

事後学習 
我が国の保健科教育の歩みについて整理す

る 

第１１回 

保健の教材づくりとその在り方 １ 

（我が国の保健科教育の歩み、保健の教材づくりに
込めるもの、分かる授業の追究） 

導入部分を、模擬授業を通して確認する 

評価規準の必要性を考える 

事前学習 教科書 pp.138～ 156 の熟読をしてくる 

事後学習 
新旧学習指導要領について比較対照し理解
する 

第１２回 

保健の教材づくりとその在り方 ２ 

（虫歯予防に関する授業、新しい健康問題への対応） 

導入部分を、模擬授業を通して確認する 

評価計画も併せて考える 

事前学習 
小学校における虫歯予防指導を保健指導に
どのように生かすかについて考えてくる 

事後学習 提示された「指導案」の指導事例を復習する 

第１３回 

保健の教材づくりとその在り方 ３ 

（交通安全に関する授業） 

導入部分を、模擬授業を通して確認する 

評価計画も併せて考える 

事前学習 
交通安全に関する中学校と高等学校の指導
内容について、比較してくる 

事後学習 中・高の交通事故防止授業について整理する 

第１４回 
保健の教材づくりとその在り方 ４ 

（自転車の安全に関する授業） 

事前学習 自転車の安全指導について考えてくる 

事後学習 
交通事故の要因とその防止について整理す
る 

第１５回 

保健の教材づくりとその在り方 ５ 

（感染症に関する授業１ 感染症に至るまでの主な
要因とその予防。また、抵抗力を高める具体的な対策
について。） 

導入部分を、模擬授業を通して確認する 

評価計画も併せて考える 

事前学習 
「学校における麻疹対策ガイドライン」を熟

読してくる 

事後学習 
中・高の感染症に関する指導内容について整

理する 

第１６回 

保健の教材づくりとその在り方 ６ 

（感染症に関する授業２ 法定伝染病の基本的理
解とその種類の把握及び学校における対策） 

導入部分を、模擬授業を通して確認する 

評価計画も併せて考える 

事前学習 
感染症に関する中学校と高等学校の指導内
容について、比較してくる 

事後学習 
感染症の予防に関する授業について復習す
る 

第１７回 

保健の教材づくりとその在り方 ７ 

（性感染症に関する授業、エイズに関する中学校・
高等学校の指導内容比較） 

導入部分を、模擬授業を通して確認する 

評価計画も併せて考える 

事前学習 
「エイズ患者の両親からの言葉」について考

えてくる 

事後学習 
中・高のエイズに関する指導内容について整
理する 

第１８回 

保健の教材づくりとその在り方 ８ 

（エイズ及び性感染症の予防、ハイリスク行動に関
する授業） 

導入部分を、模擬授業を通して確認する 

評価計画も併せて考える 

事前学習 性感染症の予防について考えてくる 

事後学習 ハイリスク行動について理解を深める 

第１９回 

応急手当に関する授業の在り方 １ 

（病気の応急手当に関する中学校と高等学校の授

業）効果的な教材活用（情報機器を含む）の工夫 評
価計画も併せて考える 

事前学習 
応急手当に関する中学校と高等学校の指導
内容について、比較してくる 

事後学習 
中・高の応急手当に関する指導内容について
整理する 

第２０回 

応急手当に関する授業の在り方 ２ 

（熱中症に関する授業） 

評価計画も併せて考える 

事前学習 熱中症の分類を理解してくる 

事後学習 
熱中症から「病気の応急手当」について考え
る 



 

 

第２１回 

心肺蘇生法（ＡＥＤを含む）の実技演習 １「場に応
じた処置の仕方・機械の構造の理解」効果的な教材活
用（情報機器を含む）の工夫 評価計画も併せて考え

る 

事前学習 
心肺蘇生法とＡＥＤ使用上のポイントを理
解してくる 

事後学習 おもにＡＥＤの意義と手順を理解する 

第２２回 

心肺蘇生法（ＡＥＤを含む）の実技演習 ２「ＡＥＤ
における実際の実技を通しての理解」効果的な教材活

用（情報機器を含む）の工夫 評価計画も併せて考え
る 

事前学習 心肺蘇生法の手順を理解してくる 

事後学習 

ＡＥＤの使用技術を習得する 

「新聞記事を活用した保健の授業構想」につ
いてまとめる 

第２３回 

保健の指導案づくりの基礎理解 

（学習指導案作成の９ポイント） 

教材の工夫について発表する 

事前学習 教科書 pp.158～165 を熟読してくる 

事後学習 
「指導案作成の９ポイント」をより具体的に
理解する 

第２４回 
授業展開の技術（うまい授業、思考を促す発問） 

教材の工夫について発表する 

事前学習 教科書 pp.174～183 を熟読してくる 

事後学習 思考を促す発問について、復習する 

第２５回 
保健の課題学習（課題設定の在り方、類型、ディベー

トの手法を生かした課題学習） 

事前学習 
教科書 pp.277～298 を通読してくる 

ディベートを教材の視点から考える 

事後学習 保健の課題学習について復習する 

第２６回 養護教諭の行う保健授業 

事前学習 
養護教諭が保健授業を担当することの利点
と課題を考えてくる 

事後学習 
養護教諭が保健授業を行う場合の留意点等
を整理する 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：保健科指導法Ⅰの内容を踏まえ、「模擬授業を想定した指導案」について指導案の形式でまとめなさ

い。 

レポート形式：A3 用紙 1 枚（2000 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行い、11 回～18 回の模擬授業につながるように指導を行う。 

事後学習：レポートの内容や添削や指導の内容を、模擬授業に活かせるように検討を行う。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 26 回の授業を踏まえて、「養護教諭の保健の視点と授業」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 26 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 26 回の授業実施後 2 週間以内に提出する。 

提出後、添削指導を行い、添削内容について質問がある場合は適宜指導を行う。 

事後学習：レポートを通じて養護教諭の視点と養護教諭が行う授業について学んだことを改めて整理する。 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：保健科指導法Ⅰの内容を踏まえ、「保健科の目的と内容」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 26 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 26 回の授業実施後 2 週間以内に提出する。 

提出後、添削指導を行い、添削内容について質問がある場合は適宜指導を行う。 

事後学習：レポートを通じて保健科の目的と内容について学んだことを改めて整理する。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：保健科指導法Ⅰの内容を踏まえ、「保健科における具体的な指導の内容」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 26 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 26 回の授業実施後 2 週間以内に提出する。 

提出後、添削指導を行い、添削内容について質問がある場合は適宜指導を行う。 

事後学習：レポートを通じて保健科の具体的な指導方法について学んだことを改めて整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
簿記 （4 単位） 

３．科目番号 SBMP2132 

２．授業担当教員 相馬 一天 

４．授業形態 
講義、集団討議、学生との応答、問題演習などを併用し、期末に試

験を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
理解を深めるためは「簿記」の履修後に「会計学」を履修することを勧める。 

７．講義概要 

簿記は、事業経営における日々の取引を記録し、経営成績や財政状態を把握するための財務諸表にまとめ

るための基礎部分を構成する、実務的には非常に重要な部分を占めるものです。簿記を学ぶ上では、机上で

学ぶことに加え、実際に手を動かし、電卓を叩いて、実践することが大切です。 

この講座では、１コマ目の前半３０分間を用いて、毎回確認テストを行い、確認テストを解説した上で、

２コマ目で新たな分野を学習します。 

この講座を受講する学生は、毎回電卓（できれば 10 ケタ以上の電卓を用意して欲しい）を持参して下さ

い。 

８．学習目標 

１、簿記の仕組みを理解し、簡単な仕訳を正確にできるようになる。 

２、財務諸表の仕組みを理解し、自分で作成できるようになる。 

３、日商簿記３級程度の内容を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の確認テストの内容は前回の授業の復習となる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】滝沢ななみ『スッキリわかる日商簿記３級』TAC出版（最新版を用意すること）。 
【参考書】授業内で適宜指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．毎回の小テスト、復習問題及び期末試験において、基本的な仕訳を理解し、正確に仕訳を切ることがで

きるか。 

２．日常的な仕訳の成果として、精算表や財務諸表を作成することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．毎回の小テスト・復習問題の理解度 総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

最初の数回の授業は簿記の基礎理論を学習する。そのため、最初の数回の授業は大変重要である。必ずテ
キストを用意して授業に参加すること。なお、授業ではテキストがないと出席とみなしません。知識を定着
のため事後学習でテキストを熟読すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、簿記の概要 
事前学習 簿記とは何か、インターネットで調べる 

事後学習 講義をノートにまとめる 

第２回 商品売買 
事前学習 前回授業の問題をマスターする 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第３回 分記法、三分法 
事前学習 テキスト pp.1～30を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第４回 売掛金、買掛金、仕入諸掛り 
事前学習 テキスト pp.1～30を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第５回 確認テスト（これまでの授業分）、小切手 
事前学習 テキスト pp.31～40を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第６回 現金過不足 
事前学習 テキスト pp.31～40を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第７回 確認テスト（5－6回の授業分）、普通預金 
事前学習 テキスト pp.41～70を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第８回 当座預金 
事前学習 テキスト pp.41～70を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第９回 
確認テスト（7－8回の授業分）、小口現金、手形、
電子記録債権 

事前学習 テキスト pp.71～89を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１０回 未払金、未収入金、前払金、前受金 
事前学習 テキスト pp.71～89を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１１回 確認テスト（9－10回の授業分）、仮受金、仮払金 
事前学習 テキスト pp.90～106を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１２回 立替金、預り金、商品券 
事前学習 テキスト pp.90～106を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１３回 確認テスト（11－12回の授業分）、 
事前学習 テキスト pp.107～128を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１４回 貸倒引当金 
事前学習 テキスト pp.107～128を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 



 

 

第１５回 
確認テスト（13－14回の授業分）、有形固定資産、
減価償却 

事前学習 テキスト pp.129～156を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１６回 資本金 
事前学習 テキスト pp.129～156を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１７回 確認テスト（15－16回の授業分）、法人税、消費税 
事前学習 テキスト pp.157～188を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１８回 前払費用、未収収益、未払費用、前受収益 
事前学習 テキスト pp.157～188を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１９回 
確認テスト（17－18回の授業分）、仕訳帳と総勘定
元帳 

事前学習 テキスト pp.189～210を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２０回 各種帳簿の記入 
事前学習 テキスト pp.189～210を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２１回 確認テスト（19－20回の授業分）、試算表の概要 
事前学習 テキスト pp.211～224を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２２回 試算表問題の解法 
事前学習 テキスト pp.211～224を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２３回 確認テスト（21－22回の授業分）、伝票の概要 
事前学習 テキスト pp.225～248を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２４回 仕分日計表 
事前学習 テキスト pp.225～248を読んでくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２５回 問題演習（総合問題） 
事前学習 ここまでの復習をしっかりしてくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２６回 総合問題の解説 
事前学習 ここまでの復習をしっかりしてくること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回から第 6回までの講義内容を踏まえて特定の課題のレポートを実施する。 
レポート形式：所定の用紙を配布する。1,200字以上とする。 
実施時期：第 6回授業後に実施する。 

提出期限：第 7回授業開始前に提出する。授業開始後は翌週受け付ける。 
事後学習：添削指導、質疑応答、意見交換を通し学んだことまとめる。不合格は再提出する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回から第 12回までの講義内容を踏まえて特定の課題のレポートを実施する。 

レポート形式：概ね 1題 1,500字以上とし、10題を（1,200字以上）。 
実施時期：第 12回授業後に実施する。 
提出期限：第 13回授業開始前に提出する。授業開始後は翌週受け付ける。 

事後学習：添削指導、質疑応答、意見交換を通し学んだことまとめる。不合格は再提出する。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 13回から第 18回までの講義内容を踏まえて特定の課題のレポートを実施する。 

レポート形式：概ね 1題 1,500字以上とし、10題を（1,200字以上）。 
実施時期：第 18回授業後に実施する。 
提出期限：第 19回授業開始前に提出する。授業開始後は翌週受け付ける。 

事後学習：添削指導、質疑応答、意見交換を通し学んだことまとめる。不合格は再提出する。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 19回から第 24回までの講義内容を踏まえて特定の課題のレポートを実施する。 
レポート形式：概ね 1題 1,500字以上とし、10題を（1,200字以上）。 

実施時期：第 24回授業後に実施する。 
提出期限：第 25回授業開始前に提出する。授業開始後は翌週受け付ける。 
事後学習：添削指導、質疑応答、意見交換を通し学んだことまとめる。不合格は再提出する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 簿記 （4 単位） 

３．科目番号 SBMP2132 

２．授業担当教員 長谷川 記央 

４．授業形態 
講義、集団討議、学生との応答、問題演習などを併用し、期末に試

験を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「簿記」履修後、「会計学」を履修すると理解力は増大する。 

７．講義概要 

簿記は、事業経営における日々の取引を記録し、経営成績や財政状態を把握するための財務諸表にまとめ

るための基礎部分を構成する、実務的には非常に重要な部分を占めるものです。簿記を学ぶ上では、机上で

学ぶことに加え、実際に手を動かし、電卓を叩いて、実践することが大切です。 

この講座では、１コマ目の前半３０分間を用いて、毎回確認テストを行い、確認テストを解説した上で、

２コマ目で新たな分野を学習します。 

この講座を受講する学生は、毎回電卓（できれば 10 ケタ以上の電卓を用意して欲しい）を持参して下さい。 

８．学習目標 

１、簿記の仕組みを理解し、簡単な仕訳を正確にできるようになる。 

２、財務諸表の仕組みを理解し、自分で作成できるようになる。 

３、日商簿記３級程度の内容を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメント及びレポートを課すことはないが、毎回の確認テストの内容は前回の復習なので、しっかり

復習することが大切です。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
全ての講義で利用する教科書 
滝沢ななみ『スッキリわかる日商簿記３級』ＴＡＣ出版、2018。 

第 24回以降で利用する教科書 
ＴＡＣ出版開発グループ『スッキリとける 日商簿記 3級 過去+予想問題集 2019年度 (スッキリわかるシ

リーズ)』ＴＡＣ出版、2018。 

【参考書】授業内で適宜指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．毎回の小テスト、復習問題及び期末試験において、基本的な仕訳を理解し、正確に仕訳を切ることがで

きるか。 

２．日常的な仕訳の成果として、精算表や財務諸表を作成することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．毎回の小テスト・復習問題の理解度 総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生は多くの問題を解くことによって、簿記を見つけることが可能であると考えるため、第 19回までに
基礎的な事項を習得し、第 20回以降は数多くの問題を解答し、解説をくわえることで、簿記の技術を身に着

けることを目指す。 
仕訳の総合問題では、特に間違いの多い問題を取り上げ、どのようにアプローチして解答をしていくべき

かを解説していく。総合問題においては、実際の日商簿記検定 3 級の過去問題などを解答し、受講生の応用

力を養う。 
本単位を取得した際に、日商簿記検定 3 級を受験する場合に、合格できる相当な知識を養うことを目的と

する。また、実際に日商簿記検定 3 級を受験する生徒については、オフィスアワーなどでフォローをする予

定であるため、日商簿記検定 3級の取得を考えている生徒については、本単位を受講することを推奨する。 
なお、教科書については、毎講義で利用するため、必ず準備して参加しなければならない。教科書を用意

しない受講生については、成績評価から相当の減点を課すことがあるため、留意すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

簿記の基礎 

事前学習 テキストを準備しておくこと。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２回 商品売買 
事前学習 簿記の基礎を復習すること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第３回 現金 
事前学習 商品売買の仕訳の確認をすること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第４回 当座預金、当座借越、小口現金 
事前学習 現金の仕訳を確認すること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第５回 手形、貸付金、借入金、手形貸付金、手形借入金 
事前学習 当座勘定の確認をすること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第６回 有価証券、その他の債権債務 
事前学習 手形関係の仕訳の確認をすること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第７回 消耗品の処理 
事前学習 有価証券の仕訳の確認をすること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第８回 模擬試験（第１回-第 7回） 
事前学習 前回までの仕訳の復習を行うこと。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 



 

 

第９回 
貸倒れと貸倒引当金 

固定資産と減価償却 

事前学習 模擬試験で解けない問題の復習すること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１０回 

租税公課と資本金 
費用・収益の繰延べと見越し 
訂正仕訳 

事前学習 減価償却を解けるようにすること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１１回 
試算表① 
決算整理仕訳の復習①（減価償却など） 

事前学習 
租税公課と資本金、費用・収益の繰延べと神輿
を復習すること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１２回 
試算表② 

決算整理仕訳の復習②（前払費用など） 

事前学習 試算表の解き方を復習すること 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１３回 
財務諸表① 

決算整理仕訳の復習③（貸倒引当金など） 

事前学習 試算表解き方を復習すること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１４回 
財務諸表② 

決算整理仕訳の復習④（繰越商品など） 

事前学習 貸借対照表を作成できるようにすること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１５回 模擬試験（決算整理仕訳・試算表・財務諸表） 
事前学習 損益計算書を作成できるようにすること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１６回 帳簿への記入など 
事前学習 

模擬試験の解答できなかった問題について復

習すること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１７回 伝票と仕訳日計表など 
事前学習 帳簿の種類などを復習すること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１８回 帳簿の締め切りなど 
事前学習 伝票の書き方などを復習すること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第１９回 模擬試験（帳簿・伝票・補助元帳） 
事前学習 帳簿の記入・締め方を復習すること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２０回 
仕訳の総合問題① 
現預金勘定を中心として 

事前学習 模擬試験の復習をすること。 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２１回 
仕訳の総合問題② 

為替手形などを中心として 

事前学習 前回の講義の復習 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２２回 
総合問題① 
貸借対照表などの復習 

事前学習 前回の講義の復習 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２３回 
総合問題② 
損益計算書などの復習 

事前学習 前回の講義の復習 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２４回 
総合問題③ 

伝票・補助元帳などの復習 

事前学習 前回の講義の復習 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２５回 
総合問題④ 
精算表などの復習 

事前学習 前回の講義の復習 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

第２６回 
総合問題⑤ 
簿記の用語などの復習 

事前学習 前回の講義の復習 

事後学習 講義中に解いた問題をマスターすること 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：仕訳問題を解き、間違えた問題をまとめる。 
レポート作成：A4用紙１枚 
実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 
     授業終了後に、教室後に意見交換等を実施する。 
事後学習：仕訳問題を解き直し、不明な点について随時質問をすること。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：模擬試験を解き直し、重要な事項をまとめる。 
レポート作成：A4用紙１枚 
実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 
     授業終了後に、教室後に意見交換等を実施する。 
事後学習：模擬試験を解き直し、不明な点について随時質問をすること。 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：決算整理仕訳について、苦手な仕訳をまとめる。 
レポート作成：A4用紙１枚 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 
提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 
     授業終了後に、教室後に意見交換等を実施する。 

事後学習：仕訳問題を解き直し、不明な点について随時質問をすること。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：財務諸表の問題で、特に苦手な仕訳をまとめる。 
レポート作成：A4用紙１枚 

実施時期：第 14回の授業後に実施する。 
提出期限：第 15回の授業開始時に提出する。 
     授業終了後に、教室後に意見交換等を実施する。 

事後学習：財務諸表について、簡潔にまとめ、不明な点については随時質問をすること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） マルチメディア表現Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT2331 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

マルチメディアデータの表現と操作に関する基礎知識を整理する。具体的には、音声信号や 2 次元静止画

像の標本化・量子化など、アナログ信号のデジタル化方法、表現方法、操作方法、圧縮方法に関する理解を

深める。 

８．学習目標 

以下について学習し、教科「情報」の授業を教えることができるようになることを学習目標とする。 

１．音声信号のとらえ方、特に周波数スペクトルの概念を身につけ、それを基にした標本化や圧縮法を学ぶ。 

２．2次元静止画像の表現法を学ぶ。 

３．カラー画像の表現法を学ぶ。 

４．2次元静止画像の変換・合成法を学ぶ。 

５．画像の圧縮法（可逆圧縮、非可逆圧縮）の方法を学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

自分で定めたテーマに沿って静止画作品を作成し、作品発表会での講評を受けて修正したものを最終課題と

して提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

今井崇雅『ファーストステップ マルチメディア』近代科学社、2017。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

インターフェース編集部『ディジタル画像技術事典 200：動画/静止画/加工/認識/圧縮/伝送/表示/ライブラ

リ/評価/レンズ…』CQ出版、2015。 

田中賢一『画像メディア工学：イメージ解析から出力まで,初心者のためのマルチメディア入門書』共立出版、
2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．音声信号の標本化や圧縮法を説明できるか。 

２．2 次元静止画像の表現法を説明できるか。 

３．カラー画像の表現法を説明できるか。 

４．2 次元静止画像の変換・合成法を説明できるか。 

５．画像の圧縮法（可逆圧縮、非可逆圧縮）の方法を説明できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

平常点(模擬授業、授業への積極的な参加・小テスト・レポート等) 50％ 

最終考課(テストもしくは最終課題) 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

パソコンやスマートフォンなどで音楽や写真・画像を楽しんでいる受講生も多いと思うが、それらがどのよ

うに扱われているかを考える機会は日常生活ではほとんどない。本授業では音声信号と 2 次元静止画像がコ

ンピュータでどのように扱われているかについて、理論と演習の両面から学んでいく。素材をただ加工して

楽しむだけでなく、その背後にある技術についても深く理解することを目指す科目である。また、マルチメ

ディアデータを活用する際の留意点について考える機会も設ける。 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。また、教科書

の内容をただなぞるだけではなく、内容に準拠した独自の内容を扱ったり、演習を取り入れたりする。 

最終考課は期末試験ではなく、課題（発表会後に提出する作品）を課す。 

授業の教材や課題等は学生の理解度に合わせたものを準備しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専

門用語等が多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解すること

ができる学習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 

コンピュータにおけるマルチメディアの扱われ方 

事前学習 教科書の第 1章を読んでおく。 

事後学習 

「マルチメディア」について、具体的にどの

ようなものがあるか、どのように活用してい

るかについてノート等に整理する。 

第２回 
音声信号処理の基礎(1) 

周波数解析と標本化・量子化・符号化 

事前学習 教科書の第 2・3章を読んでおく。 

事後学習 
フーリエ変換を体験できるウェブサイトを

使い、フーリエ変換を実際に体験する。 

第３回 
音声信号処理の基礎(2) 

音声信号の圧縮 

事前学習 
「MP3」について、その概要や主な活用シー

ンについて調べておく。 

事後学習 

WAV 等の非圧縮音声フォーマットと、MP3 や

WMA 等の圧縮音声フォーマットについて、そ

れぞれの違いや、各圧縮方式の特徴について

説明できるようになる。 



 

 

第４回 
画像処理の基礎(1) 

2次元静止画像の表現法 

事前学習 教科書の第 4章を読んでおく。 

事後学習 

画像ファイルの中にはどのようなデータが

格納されているのか復習し、それらの情報の

閲覧方法や、安全に扱うための留意点等につ

いて説明できるようにする。 

第５回 
画像処理の基礎(2) 

画像の圧縮 

事前学習 教科書の第 4章を再読しておく。 

事後学習 

代表的な画像ファイルフォーマット（BMP、

JPEG、GIF、PNG等）について、それぞれの特

徴や、どのような用途に適しているかについ

て説明できるようになる。 

第６回 
画像処理の基礎(3) 

色彩に関する知識とその表現 

事前学習 

色とはどのようなもので、どのようなしくみ

で人間がそれを感じとることができるのか

を調べておく。 

事後学習 
色彩と光に関する関係、およびカラー変換に

関する理論を説明できるようになる。 

第７回 人に伝えるデザインとマルチメディア表現 

事前学習 

身近な看板、商品パッケージ等の中で、情報

が伝わりやすいデザイン、伝わりにくいデザ

インを探し、それらがなぜ伝わりやすいか

（あるいは伝わりにくいか）検討しておく。 

事後学習 

身近なもの（看板、商品パッケージ等）の中

で、情報が伝わりにくいデザインを探し、改

善策を検討する。 

第８回 

2次元静止画像の変換・合成 

他ピクセルの情報を利用しない変換 

他ピクセルの情報を利用する変換 

事前学習 
画像加工ソフトによる画像の基本的な変換

について、どんなことが可能か調べておく。 

事後学習 

授業で習った画像変換の理論と実際の操作

方法を、大学等のパソコンで再現できるよう

になるまで復習する。 

第９回 
画像処理の演習(1) 

画像処理ソフトウェアの基本的な操作 

事前学習 
授業課題として与えられた画像ファイルの

編集方法を調べておく。 

事後学習 
授業課題に従って、画像ファイルの編集を完

成させる。 

第１０回 
画像処理の演習(2) 

画像加工のテクニック 

事前学習 
授業課題として与えられた画像ファイルの

編集方法を調べておく。 

事後学習 
授業課題に従って、画像ファイルの編集を完

成させる。 

第１１回 
画像処理の演習(3) 

目的に合わせた画像処理 

事前学習 
授業課題として与えられた画像ファイルの

編集方法を調べておく。 

事後学習 
授業課題に従って、画像ファイルの編集を完

成させる。 

第１２回 

静止画像作品の制作(1) 

作品の構想と制作計画 

※制作(2)は課題研究として実施 

事前学習 作りたい作品のアイデアを練っておく。 

事後学習 
静止画像作品を自宅・大学等のパソコンで制

作する。 

第１３回 
作品発表会 

講義のまとめ 

事前学習 

作品発表会に向けて、作品や発表準備の最終

確認をしておく。 

教科書の第 8章を読んでおく。 

事後学習 
講評をもとに作品を修正し、最終課題として

提出する。 

課題研究

１ 

課題研究：他ピクセルの情報を利用する変換の演習 

課題詳細：第 8回授業で扱った「他ピクセルの情報を利用しない変換」「他ピクセルの情報を利用する変換」について、

デモンストレーションツールや実際の画像を使って演習を行い、その結果や考察等をレポートにまとめる。 

レポート分量：A4用紙数枚程度 

レポート体裁：課題提示時に詳細を説明する 

実施時期：第 8回授業時に課題の詳細を提示し、第 9回授業時に提出する。 

事後学習：各自が作成したレポートを読み合い、相互評価を行う。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポートサ

イトにて提供する。 

課題研究

２ 

課題研究：静止画像作品の制作(2) 作品の制作と最終調整 

第 12回授業で作成を開始した静止画像作品を完成させる。 

実施時期：第 12回授業時に課題の詳細を提示し、第 13回授業の前日までに提出する。 

事後学習：本研究課題は第 12・13 回授業と連動している。第 12 回授業と本課題研究で課題作品を作成し、第 13 回授

業では事後学習として、作品発表会とディスカッションを行う。事後学習相当の学習を別コマで実施するため、課題研

究２については課題作品作成に第 12 回授業学習分の他に、90 分×3＝270 分相当（1 コマ授業＋予習復習）の時間に見

合ったレベルの作業を要する。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポートサ

イトにて提供する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護教育学 （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2301 

２．授業担当教員 面川 幸子 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

児童生徒の健康課題が多様化する中、平成 20 年中央教育審議会答申における養護教諭に関する記述から

は、その専門性に対する期待の大きさを読み取ることができる。養護教諭の職務は、学校教育法 37 条 12 項

において「養護教諭は児童の養護をつかさどる」と記されており、他の教職員にはない独自の活動を理解

し、これを展開することのできる力量を形成することは、養護教諭を目指す者にとって大変重要である。本

講義では、養護教諭の歴史的変遷や、その固有の職務内容を概観することにより、「養護教諭の実践する養

護とは何か」を、明らかにしていく。また、学校保健領域における養護教諭の具体的実践について学び、取

り組みの基本的スタンスを身につける。 

８．学習目標 

①養護教諭の歴史的変遷を理解し、学校教育に果たす養護教諭の役割について説明することができる。 

②養護の概念を体得するとともに、養護教諭独自の活動の展開について、具体的に考えることができる。 

③子どもが主体の学校教育を基本として、効果的な保健教育活動のあり方について説明することができる。 

④保健室の機能と養護教諭の活動過程を理解し、これからの時代に必要とされる養護教諭の基本的スタン

スを身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・授業毎に、講義内容についての感想、まとめに関する授業振り返りの提出をする。 

・中間課題レポート：「感染症の予防と拡大防止において養護教諭が果たす役割について」自分の考えを含

め記述する。#12（800字程度） 

・最終レポート：講義内容に基づき、「養護とは何か」について自らの考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『養護教諭のための現代の教育ニーズに対応した養護学概論―理論と実践―』東山書房。 

【参考書】日本学校保健会等から出版されている養護教諭関連冊子、学校保健・安全実務研修会編著『新訂

版学校保健実務必携 第 4次改訂版』第一法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．養護教諭にかかわる歴史、役割、仕事内容などについて理解し、説明することができるようになったか。 

２．保健教育活動や保健室の機能を理解し、実際に保健室経営に取り組める力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（発表，発言内容など）    総合点の３０％ 

２ 期末レポート（試験も含む）           総合点の４０％ 

３ 課題レポート（宿題、小レポート、中間レポート）総合点の３０％ 

上記のほかに、本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本科目では養護教諭の全般的な活動を概観し、その出発点となる「養護」の概念についての理解を深めて

いきます。講義を通して、他の教職員にはない養護教諭独自の専門性や、「養護」という視点からの教育活

動あるいは支援活動のあり方を見出すとともに、受講生の皆さんが「自分だったらどうするか」ということ

を積極的に考える姿勢を重視していきます。時代背景とともに変遷してきた養護教諭の職務についても振

り返りながら、現在あるいは未来の養護教諭像について、一緒に考えていきましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

養護教育学で目指すもの、授業の目的を理

解する。 

事前学習 
現段階での「養護」や「保健室」のイメージについて、自分

なりの考えを持って講義に望む。 

事後学習 授業の目的について理解したことをまとめる。 

第２回 

②養護教諭の活動過程 

・養護の基本原理 

・養護の機能 

・基本的かかわり 

事前学習 
教科書の養護の基本原理に関する事項について 

配布資料を熟読し、予習をする。 

事後学習 
養護教諭の活動過程について、本時の講義を通して、感じた

ことやわかったことをまとめる。 

第３回 

④保健室経営方針と保健室の設営 

・養護教諭の職務の特質と保健室の機能 

・保健室経営計画の立て方  

・保健室レイアウトのポイント  

事前学習 
教科書 pp.44~64 を熟読し、保健室という場の持つ特徴につ

いて自分の考えをまとめておく。 

事後学習 保健室の機能をふまえ、保健室のレイアウト案を考える。 

第４回 

Ⅱ養護教諭の目的と専門性 

①保健管理 

・定期健康診断の進め方 

  実施および事後措置上の留意点 

事前学習 
教科書 pp.64~76、pp153～162 を熟読し、健康診断の運営

のあり方について自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
健康診断を行う際に養護教諭として留意すべき点につい

て、感じたことやわかったことをまとめる。 

第５回 

・救急処置の進め方 

  養護教諭の役割と救急処置の範囲 

  アセスメントや対応の留意点 

事前学習 
教科書 pp190～207 を熟読し、救急処置活動の基本事項に

ついて予習する。 

事後学習 
これまでの講義をふまえ、学校救急処置において、養護教諭

が果たすべき役割についてまとめる。 

  



 

 

第６回 
・健康相談、健康相談活動の進め方 

  心身の健康問題についての事例検討 

事前学習 

事前配付資料（教職員心のケア）を熟読し、事例から見える

子どもの健康課題等を２例まとめておく。教科書 pp163～

175 を熟読しておく。 

事後学習 
心身の健康に課題を持つ児童生徒への対応に関し、事例検

討を通して感じたことやわかったことをまとめる。 

第７回 

②健康教育 

・養護教諭の行う保健学習  

  教育課程内での位置づけ 

  実践上のメリット・デメリット 

事前学習 
教科書 pp176~184 を熟読し、養護教諭の行う健康教育の留

意点について予習をする。 

事後学習 

養護教諭が教室に出向いて授業を実践することのメリッ

ト・デメリットについて、感じたことやわかったことをまと

める。 

第８回 

・養護教諭の行う保健指導 

  法的および教育課程内での位置づけ 

  個別保健指導の実践事例 

事前学習 
教科書 pp.184~189 を熟読し、養護教諭の行う健康教育の留

意点について予習をする。 

事後学習 
個別の保健指導を進める際の留意点に関し、本時の講義を

通して感じたことやわかったことをまとめる。 

第９回 
③保健組織活動 

・各種委員会活動における養護教諭の役割  

事前学習 
教科書 pp.77~85 を熟読し、保健組織活動に関する自分の考

えをまとめておく。 

事後学習 
保健組織活動に関し、本時の講義を通して感じたことやわ

かったことをまとめる。 

第１０回 

Ⅲ 児童生徒の健康課題と養護活動の展開 

① 感染症の予防と集団の健康管理 

・インフルエンザ・ノロウイルス等 

・中間課題レポート① 

事前学習 
教科書 pp233～247 感染症発生時における支援にする内容

と事前配布資料を熟読し、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

感染症の予防や拡大防止において養護教諭が果たすべき役

割に関し、本時の講義を通して感じたことやわかったこと

をまとめる。 

第１１回 
②慢性疾患を持つ児童生徒への対応 

・心臓疾患・糖尿病、アレルギー疾患等 

事前学習 
教科書の慢性疾患を持つ子どもへの養護に関する事項

(pp.200~207)を熟読し、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
慢性疾患を持つ児童生徒への支援に関し、本時の講義を通

して感じたことやわかったことをまとめる。 

第１２回 
③心の健康問題を持つ児童生徒への対応 

・保健室登校・保健室頻回来室・不登校等 

事前学習 
教科書の心の問題を抱えた子どもへの養護に関する事項

(pp.207~231)を熟読し、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
心の健康に課題を持つ児童生徒への支援に関し、本時の講

義を通して感じたことやわかったことをまとめる。 

第１３回 

まとめ：「養護」とは何か。 

・最終課題レポートに記載した内容に基づ 

 いて、グループディスカッションを行う。 

・受講者各自が習得した「養護」についての

概念を共有し、養護教諭の職務のあり方

に総括する。 

事前学習 

これまでの講義を総括し、「養護とは何か」をレポート課題

としてまとめる。配布資料を熟読し自分の考えをまとめて

おく。 

事後学習 
グループディスカッションを通して新たに得た考え方を踏

まえて、全講義内容の振り返りをおこなう。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回～第 8 回の講義内容を踏まえ、「養護教諭の専門性」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答・意見交換を第 10 回授業以後にも行う。 

添削内容に等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 1 回～第 12 回の講義内容を踏まえ、「養護とは何か」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答・意見交換を第 10 回授業以後にも行う。 

添削内容に等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護教諭開発演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECD3413 

GECD3613 
２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、養護教諭教員採用試験対策を柱に据えつつ、養護教諭としての資質・能力をさらに向上させる

ことを第一の目的とする。教員採用試験に向けた問題演習を入り口として、これまでに身につけてきた養護
教諭としての基礎的な能力をさらに発展させ、児童生徒の複雑かつ多様な健康課題に対応できる高度な専門
性を習得することを目指す。また講義に取り組む中で、養護教諭という職業への責任と使命感を再確認し、

意欲的な自己学習を定着させていくことを目指す。 

８．学習目標 

１．教員採用試験に合格し、養護教諭として現場で活躍するための発展的知識・技術を確実に習得し、実践
に活かすことが出来る。 

２．児童生徒の健康課題に対する判断力・対応力を磨き、高度な専門職としての資質をさらに向上させる。 
３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化する。 
４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．講義内で扱った内容の復習を行い、内容の定着を図る。 

２．毎授業後、演習問題振り返りシートへの記入を行い、今後の学習目標の整理を行う。 

３．翌週の講義内容に関連する事項について、予習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

１）東京アカデミー編『オープンセサミシリーズ 2021 年度教員採用試験ステップアップ問題集⑪養護教諭』

七賢出版、2020。 

【参考書】 

１）学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第四次改訂版』第一法規（購入済み） 

２）『専門教養 Build Up シリーズ⑤養護教諭の完全攻略』時事通信社（購入済み） 

３）文部科学省、日本学校保健会より出版されている冊子など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教員採用試験に合格し、養護教諭として活躍するための発展的知識・技術を確実に習得することができ

たか。 

２．児童生徒の健康課題に対する判断力・対応力を磨き、高度な専門職としての資質を向上させることがで

きたか。 

３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化することができたか。 

４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげることができ

たか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、レポートの提出状況等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２．課題レポート      総合点の５０％ 

３．期末試験        総合点の２０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも加味する。 

12．受講生への 

メッセージ 

養護教諭専門科目での既習事項とリンクさせながら、２年次までに身につけてきた養護教諭としての基礎 

基本をさらに発展させ、教員採用試験 1 次試験合格を目指しましょう。養護教諭としての専門性をさらに向

上させ、学校現場で活躍することのできる知識・技術の習得を目標に、一つ一つクリアしていきましょう。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 学校保健 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の学校保健に関するページ（pp12.～14）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校保健に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２回 学校安全 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の学校安全に関するページ（pp.41～44）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校安全に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第３回 養護教諭の職務と保健室① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.82～85）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第４回 保健教育① 演習問題 1〜6 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.136～

139）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第５回 保健教育② 演習問題 7〜11 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.140～
142）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 



 

 

 

第６回 健康診断① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.193～
196）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第７回 健康診断② 演習問題 6〜10 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.196～

200）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第８回 健康相談 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.233～
235）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第９回 疾病とその予防① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.295～
300）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１０回 救急処置① 演習問題 1〜6 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.375～

378）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１１回 救急処置② 演習問題 7〜10 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.379～
380）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１２回 学校環境衛生 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の環境衛生に関するページ（pp.413～
416）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った環境衛生に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１３回 関係法令 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の関係法令に関するページ（pp.437～

439）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った関係法令に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第３回の講義内容を踏まえ、「養護教諭の職務と保健室」について基本的事項をレポートにまとめる。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4 回の授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：第 9 回の講義内容を踏まえ、「疾病とその予防」について基本的事項をレポートにまとめる。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10 回の授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 期末試験 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護教諭開発演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GECD3413 

GECD3613 
２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、養護教諭教員採用試験対策を柱に据えつつ、養護教諭としての資質・能力をさらに向上させる

ことを第一の目的とする。教員採用試験に向けた問題演習を入り口として、これまでに身につけてきた養護
教諭としての基礎的な能力をさらに発展させ、児童生徒の複雑かつ多様な健康課題に対応できる高度な専門
性を習得することを目指す。また講義に取り組む中で、養護教諭という職業への責任と使命感を再確認し、

意欲的な自己学習を定着させていくことを目指す。 

８．学習目標 

１．教員採用試験に合格し、養護教諭として現場で活躍するための発展的知識・技術を確実に習得し、実践
に活かすことが出来る。 

２．児童生徒の健康課題に対する判断力・対応力を磨き、高度な専門職としての資質をさらに向上させる。 
３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化する。 
４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．講義内で扱った内容の復習を行い、内容の定着を図る。 

２．毎授業後、演習問題振り返りシートへの記入を行い、今後の学習目標の整理を行う。 

３．翌週の講義内容に関連する事項について、予習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

１）東京アカデミー編『オープンセサミシリーズ 2021 年度教員採用試験ステップアップ問題集⑪養護教諭』

七賢出版、2020。 

【参考書】 

１）学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第四次改訂版』第一法規（購入済み） 

２）『専門教養 Build Up シリーズ⑤養護教諭の完全攻略』時事通信社（購入済み） 

３）文部科学省、日本学校保健会より出版されている冊子など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教員採用試験に合格し、養護教諭として活躍するための発展的知識・技術を確実に習得することができ

たか。 

２．児童生徒の健康課題に対する判断力・対応力を磨き、高度な専門職としての資質を向上させることがで

きたか。 

３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化することができたか。 

４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげることができ

たか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、レポートの提出状況等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２．課題レポート      総合点の５０％ 

３．期末試験        総合点の２０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも加味する。 

12．受講生への 

メッセージ 

養護教諭専門科目での既習事項とリンクさせながら、２年次までに身につけてきた養護教諭としての基礎

基本をさらに発展させ、教員採用試験 1 次試験合格を目指しましょう。養護教諭としての専門性をさらに向

上させ、学校現場で活躍することのできる知識・技術の習得を目標に、一つ一つクリアしていきましょう。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 学校保健① 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の学校保健に関するページ（pp.12～14）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校保健に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２回 学校保健② 演習問題 5〜7 

事前学習 
教科書の学校保健に関するページ（pp.14～15）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校保健に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第３回 学校安全① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の学校安全に関するページ（pp.41～44）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校安全に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第４回 学校安全② 演習問題 6〜11 

事前学習 
教科書の学校安全に関するページ（pp.44～47）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校安全に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第５回 養護教諭の職務と保健室① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.82～85）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 



 

 

 

第６回 養護教諭の職務と保健室② 演習問題 6〜10 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.85～89）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第７回 養護教諭の職務と保健室③ 演習問題 11〜14 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.89～91）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第８回 保健教育① 演習問題 1〜6 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.136～
139）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第９回 保健教育② 演習問題 7〜11 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.140～
142）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１０回 保健教育③ 演習問題 12〜16 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.143～

147）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１１回 健康診断① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.193～
196）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１２回 健康診断② 演習問題 6〜10 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.196～
200）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１３回 健康診断③ 演習問題 11〜16 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.200～

203）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１４回 健康相談① 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.233～
235）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１５回 健康相談② 演習問題 5〜8 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.235～
237）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１６回 健康相談③ 演習問題 9〜11 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.237～

238）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１７回 疾病とその予防① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.295～
300）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１８回 疾病とその予防② 演習問題 6〜11 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.300～
303）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１９回 疾病とその予防③ 演習問題 12〜18 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.303～

308）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２０回 疾病とその予防④ 演習問題 19〜22 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.308～
311）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２１回 救急処置① 演習問題 1〜6 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.375～
378）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２２回 救急処置② 演習問題 7〜10 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.379～

380）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２３回 救急処置③ 演習問題 11〜16 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.381～
383）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 



 

 

第２４回 救急処置④ 演習問題 17〜21 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.383～
387）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２５回 学校環境衛生① 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の環境衛生に関するページ（pp.413～

416）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った環境衛生に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２６回 学校環境衛生② 演習問題 5〜9 

事前学習 
教科書の環境衛生に関するページ（pp.416～
418）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った環境衛生に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２７回 関係法令① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の関係法令に関するページ（pp.437～
439）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った関係法令に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２８回 関係法令② 演習問題 6〜12 

事前学習 
教科書の関係法令に関するページ（pp.440～

444）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った関係法令に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 5 回〜第 7 回の講義内容を踏まえ、「養護教諭の職務と保健室」について基本的事項をレポートに

まとめる。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回の授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 8 回〜第 10 回の講義内容を踏まえ、「保健教育」について基本的事項を、レポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護教諭開発演習Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 

GECD4413 

GECD4613 

GECD2413 ２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は，教員採用試験対策に主眼をおきながら，養護教諭としての資質向上を目指す専門教育科目とし

て展開する。全国の過去数年間の出題傾向の研究・分析を踏まえ，養護教諭採用試験の必須事項を精選して
最終確認を行う。また，小論文，面接，集団討論に関する実技や演習を通して，児童生徒等の心身の健康実
態，教育現場が養護教諭に求めているものを整理する。 

８．学習目標 

 養護教諭採用試験で実際に出題された問題を解くことを通し，まずは１次試験合格を目指す。また，面接
や討論などの練習を通して実践的な資質を向上させ，即戦力となるための力量を確かなものにする。 
＜具体的な学習目標＞ 

①学校保健・学校安全に関する法令等に精通する。  
②養護教諭としての基礎知識・専門知識を広く習得する。  
③救急処置の理論と方法を確実にマスターする。  

④児童生徒のヘルスニーズの解決のための対応力を高める。 
⑤学習指導要領に精通し，指導案の作成と指導の実践力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①演習問題の予習と，解答の再確認。 

②受験する都道府県についての情報収集。 

③毎回，次回の学習事項に関する資料と課題（試験問題，討論テーマ等）を配付するので，学生は1週間かけ 

 て準備し，講義に臨む。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

１）学校保健・安全実務研究会編著『新訂版 学校保健実務必携 第４次改訂版』第一法規（購入済み） 

【参考書】 

１）『専門教養 Build Upシリーズ⑤養護教諭の完全攻略』時事通信社（購入済み） 

２）『オープンセサミシリーズ 2020年度教員採用試験ステップアップ問題集⑪養護教諭』 

     東京アカデミー編，七賢出版，2019（購入済み） 

３）日本学校保健会・文部科学省からの出版物等 

４）各自治体過去問 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．論文、討論、面接等実技課題への積極的参加。基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．実習する演習問題から実践力としての力がついたか。 

３．授業ごとに出題するワークシートや事後学習に取り組めたか。 

４ 本学の規定に定められている、１５回中１２回以上の出席が単位修得の条件である。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の４０％ 

２ 期末試験        総合点の２０％ 

３ 課題レポート      総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教員採用試験を突破するためには、高い応用力、実践力が求められます。これまでの学びを生かし、学校

現場の即戦力となるため力をさらに高めていきましょう。また、採用試験の為だけでなく，就任直後から職

務に活用することのできる具体的な技術を確かなものにしていきましょう。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

・教員採用試験に対する心構えと応募手続きについて 

・養護教諭志望理由等の再整理 

事前学習 
受験予定自治体の試験スケジュールや，応募

に必要な準備について確認する。 

事後学習 
養護教諭を志望する理由や，理想とする養護

教諭像を整理する。 

第２回 

場面指導の傾向と対策 

・場面指導の基本的ルールと展開のポイント 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の場面指導の出題傾向につ

いて調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 

第３回 
場面指導の実践 

・実際の試験問題を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第４回 

模擬授業の傾向と対策（集団保健指導） 

・模擬授業実践上の留意点 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の模擬授業（集団保健指導）

の出題傾向について調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 



 

 

 

第５回 
模擬授業の実践（集団保健指導） 

・実際の試験問題を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第６回 

模擬授業の傾向と対策（保健学習） 

・模擬授業実践上の留意点 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の模擬授業（保健学習）の出

題傾向について調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 

第７回 
模擬授業の実践（保健学習） 

・実際の試験問題を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第８回 

救急処置実技試験の傾向と対策 

・救急処置実技実践上の留意点 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の救急処置実技の出題傾向

について調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 

第９回 
救急処置実技の実践 

・実際の試験問題を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第１０回 

集団討論の傾向と対策①（保健室経営） 

・集団討論の基本的ルールと展開のポイント 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の集団討論の出題傾向につ

いて調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 

第１１回 
集団討論の実践①（保健室経営） 

・実際の集団討論を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第１２回 
集団討論の実践②（教育時事問題） 

・実際の集団討論を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第１３回 
集団討論の実践③（保健室経営） 

・実際の集団討論を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 10回〜第 11回の講義内容を踏まえて、提示する集団討論のテーマ（保健室経営に関すること） 

に対する自分なりの回答の方向性について、レポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。  

第 12回の講義において、このレポートを題材としたロールプレイを実施する。 

添削指導・質疑応答・意見交換についても第 12回授業時あるいは終了後に教室で行う。  

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 10回〜第 12回の講義内容を踏まえて、提示する集団討論のテーマ（教育時事に関すること）に 

対する自分なりの回答の方向性について、レポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。  

第 13回の講義において、このレポートを題材としたロールプレイを実施する。 

添削指導・質疑応答・意見交換についても第 13回授業時あるいは終了後に教室で行う。  

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護教諭基礎演習Ⅰ （2 単位）再履修用 

３．科目番号 
GECD2413 

GECD2613 
２．授業担当教員 石垣 久美子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、学校現場で必要とされる養護教諭をめざし、その資質と力量を向上させることを第一の目的と

する。教員採用試験に向けた問題演習を入り口として、児童生徒への対応に関するディスカッション、各種

実技演習などに取り組み、基礎的な能力を確実に身につける。また養護教諭という職業、あるいは教員採用

試験対策に対する意欲を向上させるとともに、自己学習の習慣を定着させる。 

８．学習目標 

１．教員としての養護教諭の資質と力量形成に向け、他の専門科目と関連付けながら、基礎的な知識や技術

を確実に習得する。 

２．児童生徒の心身の健康課題に対する判断力を向上させるとともに、養護教諭の専門性をいかした対応の

あり方を習得する。 

３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化する。 

４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．講義内で扱った内容の復習を行い、内容の定着を図る。 

２．毎授業後、演習問題振り返りシートへの記入を行い、今後の学習目標の整理を行う。 

３．翌週の講義内容に関連する事項について、予習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

『専門教養 Build Up シリーズ⑤ 2021 新学習指導要領完全対応教員採用試験養護教諭の完全攻略』 時事通

信出版局。        

学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第四次改訂版』第一法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．養護教諭の資質と力量形成に向け、他の専門科目と関連付けながら、基礎的な知識や技術を確実に修得

できたか。 

２．児童生徒の心身の健康課題に対する判断力を向上させるとともに、養護教諭の専門生をいかした対応の

在り方を習得できたか。 

３．講義中の取り組みを通して教員採用試験に向け、自分なりの学習スタイルを見つけ、授業外での自己学

習ができているか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとの演習問題および提出する授業への振り返り（50％） 

３．まとめ（期末試験）（20％） 

上記のほかに、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の修得の条件であることをも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

養護教諭専門科目や教職関連科目の内容とリンクさせながら、養護教諭になるための基礎的な知識を確かな

ものにしていきましょう。また、養護教諭としての基本的態度や資質を身につけ、基盤作りに地道に取り組

み、学校現場から必要とされる養護教諭を目指しましょう。教員採用試験一次合格に向けて、ひとつずつ、

クリアしていきましょう。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

第一章＜学校保健、学校安全＞ 

①学校保健安全法第１条、領域、学校保健計画 
②保健教育、保健管理、学校保健計画の作成手順  

③学校安全・安全管理 
④事故発生時の取り組み 

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー
ジ（pp.6～19）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 
本時に行った１～14（pp.29～30）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２回 

⑤災害や事件・事故発生時の心のケア 

第 2章＜養護教諭の職務、学校保健関係職員＞ 

①養護教諭の職務  

②保健主事の職務内容、学校保健、学校医の職務 

③校長や学級担任等、栄養教諭の役割  

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー
ジ（pp.20～42）＜養護教諭の職務、学校保健関

係職員＞に関するページ（pp.36～50）を読み基
本的事項を押さえておく。  

事後学習 

本時に行った 15～16（pp.30～31）及び１～９
（pp.51～53）に関する演習問題に再度取り組
み、内容の定着をはかる。  

第３回 

第 3章＜保健室、健康観察＞ 

①保健体育審議会答申 

②保健室の機能 

③保健室経営計画の作成方法、評価 

 中央教育審議会答申 
④健康観察チェック（学級担任、児童生徒等、結果  

事前学習 

教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp.58～71）を読み基本的事項を押さえてお
く。 

事後学習 
本時に行った１～９（pp.72～75）演習問題に
再度取り組み、内容の定着をはかる。  



 

 

 

第４回 

⑤特別支援学校の健康観察第 

4章＜健康診断＞①健康診断、手順 
②健康診断の方法及び技術的基準（身長、体重、栄養状

態、脊柱） 
③健康診断の方法及び技術的基準（四肢、視力）  

事前学習 

教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp.69～71）教科書の＜健康診断＞に関するペ

ージ（pp.69～115）を読み基本的事項を押さえ

ておく。 

事後学習 

本時に行った 10（pp.75）及び１～９（pp.113

～115）演習問題に再度取り組み、内容の定着を

はかる。 

第５回 

④健康診断の方法及び技術的基準（聴力、耳鼻咽喉科疾
患） 
⑤健康診断の方法及び技術的基準（皮膚疾患、歯及び口

腔及び異常、結核） 
⑥健康診断の方法及び技術的基準（心臓疾病、尿、職員
健康診断） 

⑦職員健康診断、就学時健康診断  

事前学習 
教教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp.88
～111）を読み基本的事項を押さえておく 

事後学習 
本時に行った 10～21 （pp.115～119）演習問

題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第６回 

第 5章＜学校環境衛生＞ 

①学校衛生活動 
②学校環境衛生基準（換気） 
③学校環境衛生基準の改訂ポイント（検査項目基準 教

室） 
④学校環境衛生基準（飲料水、水泳プール）  

事前学習 

教科書の＜学校環境衛生＞に関するページ

（pp.124～137）を読み基本的事項を押さえてお
く 

事後学習 
本時に行った１～12 （pp.138～140）演習問
題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第７回 

⑤自殺、災害や事件の対応 

⑥精神障害、発達障害  

第 7章＜疾病とその予防＞ 

①最近の子どもの疾病傾向、整形外科、眼科、耳鼻咽喉

科、皮膚科 ②腎臓疾患 

事前学習 

教科書の＜健康相談・メンタルヘルス＞に関す

るページ（pp.156～171）＜疾病とその予防＞に
関するページ（pp..164～192）を読み基本的事
項を押さえておく  

事後学習 

本時に行った 15～18 （pp.170～171）および
１～５（pp.218～219）に関する演習問題に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第８回 

③糖尿病及び肥満 
④産婦人科、アレルギー喘息、アトピー性皮膚炎 

⑤感染症の基礎知識 

⑥感染症に関する法令 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ
（pp.192～205）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 
本時に行った６～15（pp.219～222）に関する

演習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる 

第９回 

⑦出席停止の期間の基準 

⑧インフルエンザ⑨食中毒、細菌性中毒第 

第 8章＜養護教諭の専門知識＞ 

①人体器官構造、運動器系 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ
（pp.210～217）＜養護教諭の専門知識＞に関す

るページ（pp.232～234）を読み、基礎的事項を
押さえておく。 

事後学習 

本時に行った 20～22（pp.223～224）１～３
（pp.247～248）に関する演習問題に再度取り組
み、内容の定着をはかる。 

第１０回 

②循環器系（心臓）、消化器系（構造） 

③消化器系（膵臓と肝臓） 

④泌尿器系（腎臓の構造）、内分泌系、脳神経系 

⑤脳神経系（脳のはたらき）、全身の神経系の構造 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー
ジ（pp.234～243）を読み、基礎的事項を押さえ
ておく。 

事後学習 
本時に行った４～15（pp.248～252）に関する
演習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１１回 

⑥感覚器系（眼球の構造）、スキャモンの発育曲線 

第 9 章＜救急処置＞ 

①学校における救急処置、救急体制整備 
②災害給付制度、フィジカルアセスメント、バイタルサ
イン 

③カラーの救命曲線、救急救命の心構え 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー
ジ（pp.243～246）＜救急処置＞に関するページ
（pp.258～272）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 

本時に行った 16～19（pp.252～253）に関する

演習問題 １～９（pp.291～293）に関する演
習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１２回 

④一次救命処置、ファーストエイド 

⑤救急時の体位、止血法 
⑥創傷 捻挫、打撲、熱傷 
⑦熱中症 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.272

～290）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 10～22（pp.296～298）に関する

演習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１３回 

⑤保健指導、性に関する指導、エイズ教育 

⑥環境教育、食育 

⑦喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する教育 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.309
～318）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った～16（pp.323～327）に関する演
習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第６回のまでの講義内容を踏まえ、「第 6 章 健康相談とメンタルヘルス」についてレポートについ

てまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

  



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 12 回までの講義内容を踏まえ、「第 10 章 保健教育（保健学習と保健指導）」についてレポートに

ついてまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
養護教諭基礎演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GECD2413 

GECD2613 
２．授業担当教員 面川 幸子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、学校現場で必要とされる養護教諭をめざし、その資質と力量を向上させることを第一の目的とす

る。教員採用試験に向けた問題演習を入り口として、児童生徒への対応に関するディスカッション、各種実技

演習などに取り組み、基礎的な能力を確実に身につける。また養護教諭という職業、あるいは教員採用試験対

策に対する意欲を向上させるとともに、自己学習の習慣を定着させる。 

８．学習目標 

１．教員としての養護教諭の資質と力量形成に向け、他の専門科目と関連付けながら、基礎的な知識や技術を

確実に習得する。 

２．児童生徒の心身の健康課題に対する判断力を向上させるとともに、養護教諭の専門性をいかした対応のあ

り方を習得する。 

３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化する。 

４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．講義内で扱った内容の復習を行い、内容の定着を図る。 

２．毎授業後、演習問題振り返りシートへの記入を行い、今後の学習目標の整理を行う。 

３．翌週の講義内容に関連する事項について、予習を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

『専門教養 Build Up シリーズ⑤ 2021 新学習指導要領完全対応教員採用試験養護教諭の完全攻略』 時事通

信出版局。        

学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第四次改訂版』第一法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．養護教諭の資質と力量形成に向け、他の専門科目と関連付けながら、基礎的な知識や技術を確実に修得で

きたか。 

２．児童生徒の心身の健康課題に対する判断力を向上させるとともに、養護教諭の専門生をいかした対応の在

り方を習得できたか。 

３．講義中の取り組みを通して教員採用試験に向け、自分なりの学習スタイルを見つけ、授業外での自己学習

ができているか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとの演習問題および提出する授業への振り返り（50％） 

３．まとめ（期末試験）（20％） 

上記のほかに、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の修得の条件であることをも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

養護教諭専門科目や教職関連科目の内容とリンクさせながら、養護教諭になるための基礎的な知識を確かな

ものにしていきましょう。また、養護教諭としての基本的態度や資質を身につけ、基盤作りに地道に取り組

み、学校現場から必要とされる養護教諭を目指しましょう。教員採用試験一次合格に向けて、ひとつずつ、ク

リアしていきましょう。 

13．オフィスアワー 
 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

 オリエンテーション 

・自己紹介、他者理解のワーク 

・これからの学びと教員採用試験に向けた準備態勢を

整える。 

第 1章＜学校保健、学校安全＞ 

①学校保健安全法第１条、領域、学校保健計画 

②保健教育、保健管理、学校保健計画の作成手順  

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー

ジ（pp６～10）を読み、基礎的事項を押さえてお

く。 

事後学習 
本時に行った１～９（pp27～29）に関する演習

問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。  

第２回 
③学校安全・安全管理 

④事故発生時の取り組み 

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー

ジ（pp11～19）を読み基本的事項を押さえてお

く。    

事後学習 
本時に行った 10～14（pp29～30）に関する演習

問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。  

第３回 

⑤災害や事件・事故発生時の心のケア 

 

第 2章＜養護教諭の職務、学校保健関係職員＞ 

①養護教諭の職務  

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー

ジ（pp20～42）＜養護教諭の職務、学校保健関係
職員＞に関するページ（pp36～42）を読み基本的

事項を押さえておく。  

事後学習 

本時に行った 15～16（pp30～31）及び１～３

（pp51）に関する演習問題に再度取り組み、内容

の定着をはかる。  



 

 

 

第４回 

第 3章＜保健室、健康観察＞ 

①保健体育審議会答申 

②保健室の機能 

事前学習 
教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp58～62）を読み基本的事項を押さえておく。  

事後学習 
本時に行った１～３（pp72～73）演習問題に再

度取り組み、内容の定着をはかる。  

第５回 

③保健室経営計画の作成方法、評価 

 中央教育審議会答申 
④健康観察チェック（学級担任、児童生徒等、結果  

事前学習 
教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp63～71）を読み基本的事項を押さえておく。   

事後学習 
本時に行った４～９（pp73～75）演習問題に再

度取り組み、内容の定着をはかる。  

第６回 

⑤特別支援学校の健康観察第 

 

第 4章＜健康診断＞①健康診断、手順 

事前学習 

教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp69～71）教科書の＜健康診断＞に関するペ

ージ（pp69～93）を読み基本的事項を押さえてお

く 

事後学習 

本時に行った 10（pp75）及び１～３（pp112～ 

113）演習問題に再度取り組み、内容の定着をは

かる。 

第７回 

②健康診断の方法及び技術的基準（身長、体重、栄養状

態、脊柱） 

③健康診断の方法及び技術的基準（四肢、視力）  

事前学習 
教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp83～

115）を読み基本的事項を押さえておく  

事後学習 
本時に行った４～９（pp113～115）演習問題に
再度取り組み、内容の定着をはかる。  

第８回 

④健康診断の方法及び技術的基準（聴力、耳鼻咽喉科疾

患） 
⑤健康診断の方法及び技術的基準（皮膚疾患、歯及び口

腔及び異常、結核） 

事前学習 
教教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp88

～104）を読み基本的事項を押さえておく 

事後学習 
本時に行った 10～15 （pp115～117）演習問題

に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第９回 

⑥健康診断の方法及び技術的基準（心臓疾病、尿、職員
健康診断） 

⑦職員健康診断、就学時健康診断  

事前学習 
教教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp88
～111）を読み基本的事項を押さえておく 

事後学習 
本時に行った 16～21 （pp118～119）演習問題

に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１０回 

第 5章＜学校環境衛生＞ 

①学校衛生活動 

②学校環境衛生基準（換気）  

事前学習 

教科書の＜学校環境衛生＞に関するページ
（pp124～128）を読み基本的事項を押さえてお

く 

事後学習 
本時に行った１～７（pp138～139）演習問題に
再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１１回 

③学校環境衛生基準の改訂ポイント（検査項目基準 教

室） 
④学校環境衛生基準（飲料水、水泳プール）  

事前学習 

教科書の＜学校環境衛生＞に関するページ

（pp136～137）を読み基本的事項を押さえてお
く 

事後学習 
本時に行った８～12 （pp140）演習問題に再度

取り組み、内容の定着をはかる。 

  

第１２回 
③不登校と保健室登校、過換気症候群の対応 
④摂食障害の対応、児童虐待の防止 

事前学習 

教科書の＜健康相談・メンタルヘルス＞に関す

るページ（pp150～156）を読み基本的事項を押さ
えておく 

事後学習 
本時に行った９～14 （pp167～169）演習問題

に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１３回 
⑤自殺、災害や事件の対応 

⑥精神障害、発達障害  

事前学習 

教科書の＜健康相談・メンタルヘルス＞に関す
るページ（pp156～171）を読み基本的事項を押さ

えておく  

事後学習 
本時に行った 15～18 （pp170～171）演習問題
に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１４回 

第 7章＜疾病とその予防＞ 

①最近の子どもの疾病傾向、整形外科、眼科、耳鼻咽喉

科、皮膚科 ②腎臓疾患 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ

（pp.164～192）を読み、基礎的事項を押さえて
おく。 

事後学習 
本時に行った１～５（pp218～219）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１５回 
③糖尿病及び肥満 

④産婦人科、アレルギー喘息、アトピー性皮膚炎 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ
（pp.192～199）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 
本時に行った６～11（pp219～220）に関する演
習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１６回 
⑤感染症の基礎知識 

⑥感染症に関する法令 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ

（pp.200～205）を読み、基礎的事項を押さえて
おく。 

事後学習 
本時に行った 12～15（pp.220～222）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１７回 
⑦出席停止の期間の基準 

⑧インフルエンザ 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ
（pp.210～211）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 本時に行った 16～19（pp.222～223）に関する演



 

 

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１８回 

⑨食中毒、細菌性中毒第 

 

第 8章＜養護教諭の専門知識＞ 

①人体器官構造、運動器系 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ

（pp.212～217）＜養護教諭の専門知識＞に関す
るページ（pp.232～234）を読み、基礎的事項を

押さえておく。 

事後学習 

本時に行った 20～22（pp.223～224）及び１～
３（pp.247～248）に関する演習問題に再度取り

組み、内容の定着をはかる。 

第１９回 
②循環器系（心臓）、消化器系（構造） 

③消化器系（膵臓と肝臓） 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー

ジ（pp.234～238）を読み、基礎的事項を押さえ
ておく。 

事後学習 
本時に行った４～８（pp.248～249）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２０回 
④泌尿器系（腎臓の構造）、内分泌系、脳神経系 

⑤脳神経系（脳のはたらき）、全身の神経系の構造 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー

ジ（pp.238～243）を読み、基礎的事項を押さえ

ておく。 

事後学習 
本時に行った９～15（pp.250～252）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２１回 

⑥感覚器系（眼球の構造）、スキャモンの発育曲線 

 

第 9 章＜救急処置＞ 

①学校における救急処置、救急体制整備 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー

ジ（pp.243～246）＜救急処置＞に関するページ
（pp.258～261）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 

本時に行った 16～19（pp.252～253）及び１～
３（pp.291～292）に関する演習問題に再度取り

組み、内容の定着をはかる。 

第２２回 

②災害給付制度、フィジカルアセスメント、バイタルサ
イン 

③カラーの救命曲線、救急救命の心構え 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.262
～272）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った４～９（pp.292～293）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２３回 
④一次救命処置、ファーストエイド 

⑤救急時の体位、止血法 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.272
～281）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 10～16（pp.294～296）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２４回 
⑥創傷 捻挫、打撲、熱傷 

⑦熱中症 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.281

～290）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 17～22（pp.296～298）に関する演
習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２５回 

第 10 章＜保健体育＞ 

①保健教育の構造、保健学習と保健指導の特質 

②保健学習（小学校） 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.304

～306）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った１～４（pp.319）に関する演習問
題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２６回 
③保健学習（中学校） 
④保健学習（高等学校） 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.307

～308）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った５～６（pp.320～323）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２７回 
⑤保健指導、性に関する指導、エイズ教育 

⑥環境教育、食育 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.309

～315）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った７～12（pp.323～326）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２８回 ⑦喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する教育 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.316
～318）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 13～16（pp.326～327）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～3 回の講義を踏まえて、「学校保健関係職員等の役割」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 3 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する     

事後学習：レポ－ト作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 12 回の講義を踏まえて、「健康相談・メンタルヘルス」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 3 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する     

事後学習：レポ－ト作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 幼児体育／幼児体育（初等）／幼児体育（初等・幼） （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1142 

SSOT2423 

SCOT2423 ２．授業担当教員 宮田 洋之 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

体力や運動能力の低下が報告されていることは周知の通りである。そこで、保育者として幼児や児童の発

育発達に大きく関与する訳であるから、遊びや身体運動に関する基本的な知識を理解するとともに、学生自

身の身体能力や運動技能を高めることが重要である。また、保育の中で取り上げる運動あそびに関する教材

を作成したり、学生同士で声掛けなどを実践しながら具体的な指導法を学習する。運動あそびにおける安全

管理、それらに必要な知識や技能を習得する。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,自分の体を自分でコントロールする能力を養い、運動技能を高める。（具体的には、走る・スキップ・ギ

ャロップなどやマット・跳び箱・鉄棒などが、子どもたちの見本となる様にできること。） 

2,子どもの運動あそび、リズム、身体表現の楽しさを味わい、指導・援助の方法の理解を深め、指導・援助

ができる。（指導方法や声掛けなどを学ぶ。） 

3,リズム体操、身体表現の教材がつくれる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1 運動遊び指導案を作成し、発表する。（実技発表） 

課題2 幼児体育指導に対する考えや思いについてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

適宜ワークシートや学習資料を配布する。 

【参考書】 

出村慎一監修、村瀬智彦著『幼児の体力・運動能力の科学』NAP。 

公益財団法人日本体育協会（スポーツ協会）『幼児期からのアクティブチャイルドプログラム』日本体育協会。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.体力や運動レベルの差が大きいので、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価基準とする。 

2.実技試験への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3.授業を振り返り、幼児体育への考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1.授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2.実技試験・課題レポート 40％ 

3.振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

幼稚園教育要領に位置付けられている運動遊びについて、実技を通じながら触れることをねらいとします。

保育者として運動遊びを展開する上で最低限必要な技能および教師行動を身に付けます。高度な運動技能を

求めるよりも、幼児の身体の可能性を体感させるためのポイントや、小学校授業への関連性を身に付けるこ

とができます。実技の際には、運動にふさわしい服装（ジャージ、T シャツ等。ジーパン禁止）で参加して

ください。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

「幼児期の運動能力の発達と運動の必要性について」 

事前学習 幼児期の運動の必要性を考察する。 

事後学習 授業内容を各自復習し、まとめておく。 

第２回 「幼児期に身に付けさせたい運動の系統性」 

事前学習 
幼児期の運動経験を振り返り、どのような運

動をしていたかまとめておく。 

事後学習 
自分の運動経験と議論内容の違いを考え、今

後の指導に活かせるようまとめておく。 

第３回 「幼児期・児童期の運動遊びについて」 

事前学習 
幼児期の運動遊びについて、どのようなもの

が良いか、どんな種類があるか、調べておく。 

事後学習 
自分の調べた運動遊びと、授業を聞いての違

いをまとめる。 

第４回 「幼児期・児童期の発育発達について」 

事前学習 発育と発達について調べておく。 

事後学習 
発育と発達について復習し、運動遊びの指導

内容との関連を考察する。 

第５回 「幼児期・児童期の体力の測定と評価について」 

事前学習 
自身の体力測定の経験を思い出し、まとめて

おく。 

事後学習 
授業内容を復習し、体力を評価する際に活か

せるようにする。 



 

 

第６回 「子どもを取り巻く環境変化と体力の関係について」 

事前学習 

自身の子どもの頃と現在の変化についてま

とめておく。保護者の子どもの時代との変化

がわかればなお良い。 

事後学習 
授業内容をもとに、子どもの体力発達を促す

ための方法を考える。 

第７回 「道具を使わない運動遊びについて」 

事前学習 
道具を使わなくてもできる運動遊びについ

て情報を集め、提案できるようにしておく。 

事後学習 
授業内容をふまえ、更に運動遊びの発展を考

える。 

第８回 
【集中実技①】 

マット・跳び箱を使った運動遊びを経験する 

事前学習 
マット・跳び箱を使った運動遊びについて、

自身の経験をまとめておく。 

事後学習 

マット・跳び箱を使用する際の安全管理につ

いても復習し、現場で注意できるようにす

る。 

第９回 
【集中実技①】 

鉄棒・縄跳びを使った運動遊びを経験する 

事前学習 
鉄棒・縄跳びを使った運動遊びについて自身

の経験をまとめておく。 

事後学習 
鉄棒・縄跳びを称する際の安全管理について

も復習し、現場で注意できるようにする。 

第１０回 
【集中実技②】 

運動会種目を経験する（パラバルーン等） 

事前学習 
運動会で経験した種目をまとめ、発表できる

ようにしておく。 

事後学習 

様々な運動会種目を覚え、実践できるように

する。また、応用し、新しい種目を考案でき

るようにする。 

第１１回 
【集中実技②】 

運動会種目の発表（グループワーク） 

事前学習 
各グループの良い点、悪い点等まとめてお

く。 

事後学習 
各グループが発表した内容をまとめ、現場で

活かすことができるようにする。 

第１２回 「安全管理について～災害・怪我の応急処置～」 

事前学習 教育活動中の非常時についてまとめておく。 

事後学習 
自身が責任者となった時、率先して子どもを

守ることが出来るよう、復習する。 

第１３回 「学習のまとめ」 

事前学習 

今まで授業で行なったことを整理し、各自幼

児体育指導に対する考えや思いをまとめて

おく。 

事後学習 
授業内容を整理し、引き出しを増やすことで

臨機応変に対応できるようにする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回および第 3 回の講義内容を踏まえ「運動会種目指導案」を作成する。 

指導案形式：授業内でプリントを配布(パソコンで作成したい学生には Excel ファイルを渡す) 

実施時期：第 3 回授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回授業開始時に提出する。なお、提出された指導案の内容を踏まえ、集中実技の授業内にて、添削指導・

質疑応答・意見交換の時間を設ける。 

事後学習：指導案作成と質疑応答および意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 8 回～第 11 回の集中実技授業の内容を踏まえ「運動補助の方法」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：授業内でプリントを配布(パソコンで作成したい学生には Excel ファイルを渡す) 

実施時期：第 11 回授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業終了後に提出する。 

事後学習：第 13 回「学習のまとめ」の授業内にて、指導案作成のポイントについても説明するので、学んだ内容をノ

ートにまとめる。 

 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教員　　特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　幼稚園での体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 幼児理解 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP2212 

SJMP2312 

SSOT2408 

SCOT2423 
２．授業担当教員 吉川 晴美 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼児期の保育は、幼児一人ひとりの発達の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行うことが重要である。 

本科目では、幼児一人ひとりの行動や内面の理解、発達を適切に把握できるよう、実践事例（文献、映像）
等を用いて、幼児の生活の実際とその理解、具体的な指導のとらえと意味、幼児期の保育における環境の
とらえ方、評価の在り方、幼小の連携、並びに行事について学ぶ。 

８．学習目標 

以下の事項について学び、幼児の主体性を育てる保育を理解し、実践するための基礎を習得することをテ

ーマとし、学習の到達目標とする。 

１．保育とは何か、保育における環境の在り方 

２．子どもを見る視点、保育を見る視点 

３．幼児期の発達の特徴 

４．子どもの行動の意味と記録の方法 

５．発達やかかわりに配慮を必要とする子どもへのかかわり方 

  保護者対応・支援 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

様々な場面における幼児の姿や行動の観察、具体的な幼児とのかかわりについて記録を行う。 

上記記録から事例（エピソード）を抽出し考察を行う。小テストも適宜行う 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『幼児理解に基づいた評価』2019 
慶應義塾大学出版会『人間関係の理解と心理臨床』2017 

【参考書】 

厚生労働省『保育所保育指針』フレーベル館 2017 

文部科学省『幼稚園教育要領』フレーベル館 2017 
文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領』フレーベル館 2017 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1．子ども（幼児）の内面と行動について、その基本的事項（意味、発達的特性、環境とのかかわり）を理
解し、説明できるか。 

2．保育状況における様々な幼児の姿の理解（深まりと広がり）の方法と、保育者としての適切なかかわり

方 

について具体的かつ明瞭に説明できるか。 

○評定の方法 

１．授業への態度、グループワークで共同する態度 総合点の 30％、２．提出物 （小テスト、レポート）
総合点の 7０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子ども、幼児とはなにか、その内面を理解し、保育者としてどのようにかかわるか、具体的な場面を通し

て、共に探求し、考えていきましょう 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要、授業計画、保育とは 
事前学習 

幼稚園教育要領解説、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解

説の第 1章を読んでくる。 

事後学習 シラバス全体に目を通し、今後の進行を確認しておく 

第２回 子どもをとらえる視点と保育 

事前学習 事前に配布した資料に目を通しておく 

事後学習 
子どものとらえ方について確認し、自分のとらえ方をひろげ保

育者としての基本的なあり方を理解する。 

第３回 子どもの発達とはなにか 

事前学習 教科書、配布資料を読み、発達についてイメージしてくる。 

事後学習 
保育者として、発達の過程を理解する重要性・意義をとらえなお

す。 

第４回 
子どもの発達理解１ 

―幼児期前半の発達― 

事前学習 
教科書、配布資料を読み、幼児期前半の子どもの発達的特徴をま

とめてくる。 

事後学習 
事例検討を通して、発達をふまえた適切な援助を振り返り、自分

の考えを広げる 

第５回 
子どもの発達理解２ 

－幼児期後半の発達― 

事前学習 
教科書、配布資料を読み、幼児期前半の子どもの発達的特徴をま

とめてくる。 

事後学習 
事例検討を通して、発達をふまえた適切な援助を振り返り、自分

の考えを広げる 

  



 

 

第６回 
子ども理解の方法１ 

―観察と記録の取り方 

事前学習 配布資料を読み、該当箇所に記入してくる 

事後学習 観察法についてまとめる 

第７回 
子ども理解の方法２ 

－ロールプレイによる理解 

事前学習 具体的な場面における子どもの姿をイメージしてくる。 

事後学習 
授業で行ったロールプレイの体験と観察の記録から、集団状況

における具体的な子どもの姿、行動を理解し、考察する。 

第８回 
集団状況における子どもの立場から

の理解 

事前学習 
保育場面（集団状況）における子どもの立場、気持ちをイメージ

してくる。 

事後学習 

ビデオ資料を通して子どもの様子と活動経過を記録したものか

ら、個と集団の関係における子どもの側から観たその内的世界

と外的世界をまとめる。 

第９回 
子ども理解と援助１ 

―気になる子どもの事例から 

事前学習 
保育場面における気になる子どもと行為の意図についてイメー

ジしてくる。 

事後学習 

教科書、配布資料をもとに、気になる子どもの行動を、幼児のつ

まずきという点から理解し、個と集団の関係、周りの幼児やモノ

との関係をふまえた援助の仕方をまとめる。 

第１０回 

子ども理解と援助２ 

―特別に配慮が必要な子どもの事例

から 

事前学習 障害や特別に配慮が必要な子ども 

事後学習 

ビデオ資料の事例検討から、発達障がいの問題とその背景につ

いて学ぶ、また、特に配慮が必要な点について、周りの幼児との

関係をふまえた環境の作り方、援助の仕方を学び、保育者の適切

なかかわりについてまとめる。 

第１１回 
子ども理解と援助３ 

―愛着・虐待と子どものサイン 

事前学習 
配布資料をもとに、幼児のつまずきと背景、愛着の意味、虐待に

ついての基礎的知識を確認してくる。 

事後学習 
具体的事例から、子どものつまずきとサインをどう受けとめ、カ

ウンセリングマインドで応ずるかについてまとめる。 

第１２回 
保育の環境と援助 

―保護者・家族理解と連携 

事前学習 
配布資料、具体的事例から、幼児期に起こる子どものつまずきに

たいする親の気持ち、子どもとの関係について考えてくる。 

事後学習 
家族の関係性と子どもをめぐるつまずきの問題とその背景・状

況に応じた援助、連携についてまとめる。 

第１３回 レポート課題によるまとめを行う 

事前学習 今まで学習した内容を確認してくる。 

事後学習 
学習内容を整理し、子ども理解の知識と方法と実践をつなげて

自分のものとする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ 第 2回 保育とは何か について幼稚園教育要領解説、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解

説の第 1章と該当資料を読み、幼児理解に必要な保育者の基本的なあり方についてレポートにまとめ提出させる。 

Ａ4 用紙 1 枚（1400 字）程度。 

実施時期：第 1 回の授業後に実施させる。 

提出期限：第 2 回の授業時に持参させ、第 2回の授業のテーマ 子どもをとらえる視点と保育を学び、グループワー

クにより、各自レポートの内容を点検、意見交換しあい、また教師からも適宜指導する。授業終了後に提

出する。 

事後学習：レポート作成と添削指導、質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：第 10回の授業 子ども同士・保育者とのかかわり、個と集団とのかかわりからの理解 

―グループワーク・発表による理解について、第 9回授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開

始後に決定する。 

事前学習：保育場面（集団状況）における、子ども同士、保育者とのかかわりについてイメージしてくる。 

事後学習：グループデイスカッションを通し、集団と個の関係、子ども同士、保育者とのかかわりについてまとめ

る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 理科 （2 単位） 

３．科目番号 

SJEL3422 

EDEL3307 

EDEL2307 ２．授業担当教員 二村 泰弘 

４．授業形態 講義、実験、グループ学習、討議・発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

 私たちを取り巻く身近な自然を対象として、小学生が興味関心を持てるような自然現象、生命誕生、発生、

生物の進化、大気の形成、宇宙、地震、地球温暖化等について学習し、理科の見方・考え方の基礎を身に付

けることを目指す。 

８．学習目標 

 理科の授業では、私たちの身の回りで起きている自然現象に興味関心を持ち、その神秘のベールを解き明

かすことを第一の条件にする必要がある。そのためには、子ども達が探究する喜びを味わえるような実験・

観察方法を習得する。また、理科離れを防ぐために、教師は子ども達が体験できるような教材を見つけ、自

然の原理・原則をしっかり理解できるようになることを学習目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習目標に到達するために、次の課題に取り組むこととする。 

課題１：生物はどのようなメカニズムで進化してきたと思うか、あなたの考えを1,000字以内で記述せよ。 

課題２：資源としての化石燃料が枯渇しようとしている。資源の枯渇問題に対しどのような対処の仕方があ

るか、あなたの考えを1,000字以内で記述せよ。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】左巻 健男『新しい科学の教科書 Ⅲ 第３版』文一総合出版、2012。 
【参考書】文部科学省『小学校学習指導要領解説 理科編』東洋館出版社、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．理科の見方・考え方を理解しているか。 

２．自然の原理・原則を理解し、論理的なレポートを作成することができたか。 

○評定の方法 

１．授業への出席状況および受講態度（教科書の準備・私語・居眠り・積極性） ５０％ 

２．レポートの内容と提出状況 ５０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 
メッセージ 

受講生に期待すること 
１．教科書は必ず準備し、授業中は真剣に取り組み、分からないところは質問すること。 
２．授業中は他人に迷惑をかけないよう、私語・携帯電話・居眠り・飲食を禁止する。 
３．予習・復習をしっかり行い、学習内容を確実に習得すること。 
４．副教材のプリント等は各自整理整頓に努め、学習内容の大切な資料として活用すること。 
５．欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をするときは理由を書面にて提出すること。 

13．オフィスアワー 
初回の授業で通知する。面談に際しては、事前にメール等で連絡することが望ましい。 
ｙａｆｕｔａｍｕ＠ｅｄ．ｔｏｋｙｏ－ｆｕｋｕｓｈｉ．ａｃ．ｊｐ 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

シラバスの説明、班編制、授業の受け方。 
生物界のつながりについて、どのような法則があ

るか教科書を使用して学習する。 

事前学習 教科書の第５章を読んでおく。 

事後学習 生態系について復習しておく。 

第２回 
生物はどのようにして殖えていくのか。また、親

から子へ伝わる遺伝について学習する。 

事前学習 教科書の第４章を読んでおく。 

事後学習 発生と遺伝について復習しておく。 

第３回 
生物はどのようにして進化してきたか、教科書を
使用して学習する。（課題１提示） 

事前学習 生物の進化について、自分の考えを持っておく。 

事後学習 課題１のレポートを仕上げる。 

第４回 
地球の運動と星の動きについて、教科書を使用し
て学習する。（課題１提出） 

事前学習 教科書の第６章を読んでおく。 

事後学習 地球・星座・惑星・月・太陽の動きを復習しておく。 

第５回 
地球の形成と大気の形成について、副教材をもと

に学習する。 

事前学習 地球の形成について、自分の考えを持っておく。 

事後学習 副教材を復習しておく。 

第６回 
宇宙の広がりや成り立ちについて、教科書や副教
材を使用して学習する。 

事前学習 教科書の第７章と第８章を読んでおく。 

事後学習 副教材を復習しておく。 

第７回 
映像や副教材を見て、地震のメカニズムと土地の
変化について学習する。 

事前学習 震度階やマグニチュードについて調べておく。 

事後学習 震源地の求め方を復習しておく。 

第８回 力と運動について実験を通して学習する。 
事前学習 教科書の第１章を読んでおく。 

事後学習 授業で行った計算問題を解く。 

第９回 
エネルギーの変換と保存について実験を通して学
習する。 

事前学習 教科書の第２章を読んでおく。 

事後学習 新エネルギーの開発が進まない理由を考える。 

  



 

 

第１０回 

生活に欠かせない物質資源とエネルギー資源の利
用について、教科書を使用して学習する。（課題２
提示） 

事前学習 
新エネルギーの開発が進まない理由をまとめてく
る。 

事後学習 課題３のレポートを仕上げる。 

第１１回 
原子の構造について、教科書を使用して学習する。
（課題２提出） 

事前学習 教科書の第３章を読んでおく。 

事後学習 原子の構造について復習をしておく。 

第１２回 
電気を帯びた原子としてのイオンを理解するため

の実験や化学式を学習する。 

事前学習 イオンの働きについて、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 教科書の第３章を復習しておく。 

第１３回 

まとめ（身近な自然現象の学習を終えて、自然界
の原理・原則を理解し、理科の見方・考え方を身

に付ける） 

事前学習 
理科の見方・考え方について、自分の考えを持って
おく。 

事後学習 
身の回りの自然について、疑問を持って見つめ直し
てみる。 

課題研究 
1 

課題研究テーマ：教科書 262ページから 278ページを読み、科学技術の進歩とその陰で進行している環境破壊（例：酸
性雨、オゾン層破壊など）について、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 
事後学習：環境破壊の防止について、自分でできることを実践する。 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：教科書 278ページから 281ページを読み、地球の温暖化問題について、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 
事後学習：地球の温暖化の防止について、自分でできることを実践する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
臨床心理学 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3331 

SCMP3331 

SBMP3331 

SJMP3113 
２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学として、不適応や障害、病、苦悩の発生原因や発生過程、回復の過程を探る科学的側面と、問

題を抱える人々に寄り添いながら、適応の調整や人格的成長を促進することで問題の解消や軽減を目指す実

践的側面との両面を学ぶ。そのために、心理的援助を必要とする人々の心理を理解するだけでなく、問題を

理解するアセスメントの視点から各発達段階に生じやすい心理的問題や障害を理解する。また、問題の解決

に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

１．精神疾患や発達障害を含めて、心理的問題を抱える人々の心理を理解し、説明できる。 

２．各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

３．不登校・いじめ・虐待・自死・非行問題といった代表的な心理臨床の問題を理解し、説明できる。 

４．心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

５．主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・アサイメント 
毎回資料を配布し、事前学習用のワークシートを課す。授業中に予習テストトをほぼ毎回行う。 

・レポート課題・・・課題図書（授業内で指示）を2冊読み、それぞれ論点を挙げて考察する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】藤田哲也・串崎真志（編著）『絶対役立つ臨床心理学』ミネルヴァ書房 2016年刊 

【参考書】丹野義彦・坂本真士（著）『自分のこころから読む臨床心理学入門』東京大学出版会 2001年刊 

     伊藤良子（編著）『臨床心理学』ミネルヴァ書房 2009年刊 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．臨床心理学の構造、面接、査定、地域援助について理解し、説明できる。 

２．臨床心理学の役割を理解し、学んだことを実践の場でどのように応用するかを考察できる。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１．授業態度と参加姿勢   総合点の２０％ 

２．試験          総合点の４０％ 

３．課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

みなさんは、これまでの人生の中で、友達の悩み相談を実際に受けたことがあるでしょう。もしくは自分が

誰かに相談をして、問題が解決したり、気持ちが落ち着いたりしたことがあったかもしれません。日常のや

りとりのなかで問題が解決すれば、それが一番いいのですが、解決できない時にどう考えればよいのか。臨

床心理学は、心理的な困難を抱える人に対する理解やアプローチの方法を提供してくれます。臨床心理学が

もつ、さまざまな心の問題の理解の仕方を学び、学校現場で役立てましょう。 

13．オフィスアワー 授業中にお知らせします。研究室 7号館別館 739号室 連絡先：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・臨床心理学とは何か 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 
授業の進め方を理解する。教材等の準備をす

る。 

第２回 パーソナリティの理解 
事前学習 第 1 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第３回 うつ病と抑うつ障害 症状・治療 
事前学習 第 2 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第４回 うつ病と抑うつ障害 事例から考える 
事前学習 うつ病の事例を読み理解する 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第５回 統合失調症 症状・治療 
事前学習 第 4 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第６回 発達障害 
事前学習 第 6 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第７回 ストレス 
事前学習 

事前配布資料を読み、事前ワークに書き込んで

くる 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第８回 精神分析 
事前学習 

第 7・8 章を読み、事前ワークに書き込んでく

る。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第９回 認知行動療法 
事前学習 

第 7・9 章を読み、事前ワークに書き込んでく

る 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

  



 

 

第１０回 人間性心理学 
事前学習 

第７・10 章を読み、事前ワークに書き込んでく

る。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１１回 その他の心理療法 コラージュ 
事前学習 

コラージュ療法に関する資料を読み、事前ワー

クに書き込んでくる。教材の準備をする 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１２回 心理アセスメント 
事前学習 第 13 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１３回 試験 
事前学習 試験に向けて準備をする 

事後学習 授業をふりかえり、まとめる 

課題研究 1 

課題研究テーマ：第３回～第５回の講義内容を踏まえて、「うつ病もしくは統合失調症の症状と治療法、支援者として

できること（保育士／家族／友人／同僚から１つ選択し設定）」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 ４回の授業後に実施する。 提出期限：第５ 回の授業

開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第６回授業終了後に教室で行う。 添削内容等について

引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と添削指導・

質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 2 

課題研究テーマ：第 ８回～第１０ 回の講義内容を踏まえて、「精神分析、認知行動療法、人間性心理学のいずれかの

人間理解の理論をまとめ、それに対する自身の意見」についてレポートしなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 １１ 回の授業後に実施する。 提出期限：第 １２ 回

の授業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 １３回授業終了後に教室で行う。 添削内容

等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と

添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
臨床心理学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP3113 

EDPS3305 
２．授業担当教員 杉浦 貴代子 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学とは、人間がより健康的に生きるために心理学な知見を大いに活用する学問のことである。心

理学の分野のなかでも、特に実践的かつ応用的なものであり、そのため、学問の全体を学ぶことはなかなか
に大変な事柄である。そこで本講義では、臨床心理学を支える専門知識として、①面接、②査定、③地域援
助、④研究の 4 点を取り上げ、その理解を主な目的とする。そして時間の許す限り、教育、福祉、医療、社

会における臨床心理学の役割、たとえば健康の維持や予防について言及する予定である。 

※養護教諭、高校教諭（公民）を希望する学生等が履修します。 

８．学習目標 

臨床心理学とはどのような学問体系かわかるようになる。 

１ 臨床心理学の構造を理解し、説明することができる。 
２ 面接、査定、地域援助、研究のそれぞれについて理解し、説明することができる。 
３ 面接と査定については、理論とあわせ実践に役立つ技術についても理解し、説明することができる。 

４ 地域援助は、教育、福祉、医療、社会の領域における臨床心理学の役割について理解し、説明すること

ができる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・アサイメント 
毎回資料を配布し、事前学習用のワークシートを課す。授業中に予習テストトをほぼ毎回行う。 

・レポート課題 課題図書（授業内で指示）を2冊読み、それぞれ論点を挙げて考察する 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書 藤田哲也・串崎真志（編著）『絶対役立つ臨床心理学』ミネルヴァ書房、2016年刊。 

参考書 丹野義彦・坂本真士（著）『自分のこころから読む臨床心理学入門』東京大学出版会、2001年刊。 

    伊藤良子（編著）『臨床心理学』ミネルヴァ書房、2009年刊。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．臨床心理学の構造、面接、査定、地域援助について理解し、説明できる。 

２．臨床心理学の役割を理解し、学んだことを実践の場でどのように応用するかを考察できる。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 授業態度と参加姿勢   総合点の２０％ 

２ 試験          総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

みなさんは、これまでの人生の中で、友達の悩み相談を実際に受けたことがあるでしょう。もしくは自分が

誰かに相談をして、問題が解決したり、気持ちが落ち着いたりしたことがあったかもしれません。日常のや

りとりのなかで問題が解決すれば、それが一番いいのですが、解決できない時にどう考えればよいのか。臨

床心理学は、心理的な困難を抱える人に対する理解やアプローチの方法を提供してくれます。臨床心理学が

もつ、さまざまな心の問題の理解の仕方を学び、学校現場で役立てましょう。 

13．オフィスアワー 授業中にお知らせします。研究室 7号館別館 739号室 連絡先：kisugiura@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・臨床心理学とは何か 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 
授業の進め方を理解する。教材等の準備をす

る。 

第２回 パーソナリティの理解 
事前学習 第 1 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第３回 うつ病と抑うつ障害 症状・治療 
事前学習 第 2 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第４回 うつ病と抑うつ障害 事例から考える 
事前学習 うつ病の事例を読み理解する 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第５回 統合失調症 症状・治療 
事前学習 第 4 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第６回 発達障害 
事前学習 第 6 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第７回 ストレス 
事前学習 

事前配布資料を読み、事前ワークに書き込んで

くる 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第８回 精神分析 
事前学習 

第 7・8 章を読み、事前ワークに書き込んでく

る。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第９回 認知行動療法 
事前学習 

第 7・9 章を読み、事前ワークに書き込んでく

る 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

  



 

 

第１０回 人間性心理学 
事前学習 

第７・10 章を読み、事前ワークに書き込んでく

る。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１１回 その他の心理療法 コラージュ 
事前学習 

コラージュ療法に関する資料を読み、事前ワー

クに書き込んでくる。教材の準備をする 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１２回 心理アセスメント 
事前学習 第 13 章を読み、事前ワークに書き込んでくる。 

事後学習 事後ワークシートに取り組む。 

第１３回 試験 
事前学習 試験に向けて準備をする 

事後学習 授業をふりかえり、まとめる 

課題研究 1 

課題研究テーマ：第３回～第５回の講義内容を踏まえて、「うつ病もしくは統合失調症の症状と治療法、支援者として

できること（教員／家族／友人／同僚から１つ選択し設定）」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 ４回の授業後に実施する。 提出期限：第５ 回の授業

開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第６回授業終了後に教室で行う。 添削内容等について

引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と添削指導・

質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 2 

課題研究テーマ：第８回～第１０ 回の講義内容を踏まえて、「精神分析、認知行動療法、人間性心理学のいずれかの人

間理解の理論をまとめ、それに対する自身の意見」についてレポートしなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 １１ 回の授業後に実施する。 提出期限：第 １２ 回

の授業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 １３回授業終了後に教室で行う。 添削内容

等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 事後学習：レポート作成と

添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 



 

１．科目名（単位数） 倫理学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1320 

２．授業担当教員 板井 広明 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 われわれ人間は、事実的な文脈（「～である」）と価値的な文脈（「～すべき/よい/悪い」）とが交差しながら

織り成す毎日の中で生きている。大雑把に言えば、「科学」を志向するさまざまな学問分野は、前者（事実）

を明らかにすることを目指しており、他方、後者（価値）をその研究対象に据えているのが、哲学や本コー

スで学ぶ倫理学である。 

 価値（判断）という捉えどころのないものに対して、人類社会は、少なくとも 2,000 年以上にわたって思
索を積み重ね、叡智を積み上げてきた。本コースでは、そのような倫理学の主要な理論や学説を、日常生活
につながりをもつような問いと重ね合わせながら学んでいく。 

８．学習目標 

１ 現代社会における様々な倫理的問題に関心を持ち、それに対する自分の意見を発表することができる。 

２ さまざまな倫理学説を学ぶことによって、日常生活の中にいろいろなかたちで姿を表す「正義」「幸福」

「公正」「自由」「義務」といった概念に対して、自分なりに根拠をもって説明できるようになる。 

３ 倫理的問題に関する様々な議論を理解し、それを踏まえて自分の意見を聞いている人に分かりやすく述

べることができる。 

４ ディスカッションを通して、人の意見をよく聞き、自分の意見を人に分かりやすく伝えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「江口某の不如意研究室」（http://yonosuke.net/eguchi/）のページにある「勉強の仕方」の34記事すべて
を講義第10回目までには熟読して自家薬籠中のものとしておくこと。詳しくは講義で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】ジェームズ・レイチェルズ（古牧徳生・次田憲和訳）『現実をみつめる道徳哲学―安楽死からフェ

ミニズムまで』晃洋書房、2003。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

・現代社会における様々な倫理的問題に関心を持つことができたか。 

・倫理学に関わる概念について、自分なりに根拠をもって説明できるようになったか。 

・倫理的問題に関する様々な議論を理解し、それを踏まえて自分の意見を持つことができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では安楽死や動物実験などの事例を素材にして、功利主義、義務論、徳倫理といった倫理学説の立
場を理解し、その論理的推論方法を学びます。前半はトピック毎のディスカッション形式で、後半は輪読形

式の予定です。輪読は毎回全履修者による要約発表の後、担当者にレジュメに基づいて発表してもらい、デ
ィスカッションします。大学生活で身につけるべき論理的推論力、要約力・テクスト読解力を鍛錬します。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：倫理とは
何か 

事前学習 シラバスを読み、概要を把握しておく。 

事後学習 
紹介された倫理学の諸説について哲学辞典や関連文献を読んで理解を

深めておく。 

第２回 食と農の倫理：持続可能性 
事前学習 第１回の配布テクストを読んでおく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第３回 
食の倫理：なぜ動物を食べてよ

いのか 

事前学習 第２回の配布テクストを読んでおく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第４回 
食の倫理： ヴェジタリアンの

倫理 

事前学習 第３回の配布テクストを読んでおく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第５回 
グローバル正義：倫理は国境を

越えるか 

事前学習 第４回の配布テクストを読んでおく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第６回 気候正義・世代間倫理 
事前学習 第５回の配布テクストを読んでおく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第７回 宗教と倫理 
事前学習 第６回の配布テクストを読んで、要約しておく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第８回 文化的相対主義 
事前学習 第７回の配布テクストを読んで、要約しておく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第９回 功利主義をめぐる議論 
事前学習 第８回の配布テクストを読んで、要約しておく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第１０回 利己主義と利他主義 
事前学習 第９回の配布テクストを読んで、要約しておく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第１１回 カントと人格の尊重 
事前学習 第１０回の配布テクストを読んで、要約しておく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第１２回 
フェミニズムと気づかいの倫

理 

事前学習 第１１回の配布テクストを読んで、要約しておく。 

事後学習 授業内容で疑問に思ったことについて、関連文献を使って調べておく。 

第１３回 
満足のいく道徳説とはいかな
るものか 

事前学習 第１２回の配布テクストを読んで、要約しておく。 

事後学習 
13 回に及ぶ講義の内容を整理し、疑問点を整理し図書館等で調べ、理
解を深める。 

  



 

課題研究 

1 

課題：第 1回～第 6回までの講義を踏まえて、「肉食の是非について」レポートにまとめなさい。 

形式：A4 サイズ 1 枚（千字程度）。「９．」で紹介している江口聡（京都女子大学）「レポートの書き方」と「剽窃につ
いて」を熟読して、形式を整えること。なお、表紙は不要である。 
提出期限：第 7回の授業時。添削して返却する。 

事後学習：レポートの添削指導から学んだことをまとめること。 

課題研究 

2 

課題：第 7～８回の講義内容を踏まえて、「文化相対主義」を論駁せよ。 

形式：A4 サイズ 1 枚（千字程度）。課題研究１と同様、「９．」で紹介している江口聡（京都女子大学）「レポートの書
き方」と「剽窃について」を熟読して、形式を整えること。なお、表紙は不要である。 
提出期限：第 9回の授業時。添削して返却する。 

事後学習：レポートの添削指導から学んだことをまとめること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーションワーク （2 単位） 

３．科目番号 GEHL1102 

２．授業担当教員 宮田 洋之 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

これからの社会の課題としてのレクリエーションについて学習する。まず、ライフステージ（幼児・児童・

青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面

での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活

用できるようにすることを目的とする。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1 対象者に応じたレクリエーション・ワークを展開する。グループで指導計画を立案し、実際にレクリ

エーションを指導する。 

・対象者の特徴に応じた具体的な指導方法を考案し実践する。 

・支援を行う上での留意点を明確にする。 

・タイムスケジュールや用具などの周辺的条件について配慮する。以上三点を考慮すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

毎時間ワークシートと学習資料を配布する。 

【参考書】 

日本レクリエーション協会編『楽しいをつくる－やさしいレクリエーション実践－』。 

諸澄俊之著『よく効くふれあいゲーム 119』杏林書院。 

三浦一朗著『楽しいアイスブレーキングゲーム集』日本レクリエーション協会。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

レクリエーションの意義や特性を把握し、発達段階に応じたレクリエーション・ワークについて知ることを

ねらいとする。自らが楽しいと思えないことは、対象者を楽しませることはできない。レクリエーション・

ワークを自分で楽しむことからスタートし、徐々にレクリエーション・ワークを計画し、援助する立場とし

ての視点を養ってほしいと考えている。 

授業においては以下のような基本的なルールを守ること。 

1．活発な授業への参加態度を望む。楽しい雰囲気で学習することをこころがけること。 

2．実技中心の授業なので、運動にふさわしい服装や髪型（Tシャツ、ジャージ、運動靴など動きやすいもの）

で参加すること。 

3．時間厳守、私語は慎むこと。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

「アイスブレーキングとは」 

事前学習 
アイスブレーキングの概要を調べ、ある程度

把握しておく。 

事後学習 
授業の内容をまとめ、次回の実践に活かせる

ようにまとめておく。 

第２回 「心をひらく楽しいゲーム」 

事前学習 
アイスブレーキングゲームを調べ、どのよう

なものがあるか把握しておく。 

事後学習 
授業でアイスブレーキングゲームを実際に

行ってみる。 

第３回 
グループごとによるレクリエーション・ワークのプラン

ニング 

事前学習 

グループで様々な意見交換をし、より良いレ

クリエーション･ワークを計画できるように

自分なりにまとめておく。 

事後学習 
グループで計画したレクリエーション･ワー

クを良い点、悪い点を見つけてまとめる。 



 

 

第４回 「アイスブレーキングの手法を学ぶ」 

事前学習 
アイスブレーキングの手法を自分なりに調

べ、意見できるようにまとめておく。 

事後学習 
実技で行った内容の良い点、悪い点を見つけ

てまとめる。 

第５回 
「一人で楽しめる手遊びやレクリエーション・ダンスの

手法を学ぶ」 

事前学習 レクリエーション・ダンスの手法を調べる。 

事後学習 
授業で行ったレクダンスの手法について考

察し、自分のオリジナル作品を考えてみる。 

第６回 

【集中実技①】 

実技を通して、小グループで楽しめるレクリエーション

の手法を学ぶ 

事前学習 
小グループレクレーションの手法を調べ、ま

とめておく。 

事後学習 
グループで楽しめる手法を考え、実践してみ

る。 

第７回 

【集中実技②】 

実技を通して、児童期・青年期を対象にしたレクリエー

ションの手法を学ぶ① 

事前学習 
児童期・青年期レクレーションを調べ、どの

ようなものがあるのかまとめておく。 

事後学習 
年齢に合わせたレクリエーションを自分な

りに考え、独自のプログラムを考えてみる。 

第８回 

【集中実技③】 

グループごとによるレクリエーション・ワーク 

運動を通しての身体作り、体力づくり① 

事前学習 
レクリエーション運動の実践を良く調べ、自

分なりにまとめ、活動案を作成する。 

事後学習 
活動した内容の反省点、良かった点をまと

め、ノートに記入しておく。 

第９回 

【集中実技③】 

グループごとによるレクリエーション・ワーク① 

運動を通しての身体作り、体力づくり② 

事前学習 
レクリエーション運動を自分なりに考え、独

自のプログラムを作成する。 

事後学習 

活動した内容の反省点、学んだこと、わかっ

たことなどをまとめ、ノートに記入してお

く。 

第１０回 
グループごとによるレクリエーション・ワーク 

ウォークラリープログラムの作成 

事前学習 
ウォークラリーをする場所の歴史や文化を

良く調べ、内容を把握しておく。 

事後学習 

活動した内容の反省点、学んだこと、わかっ

たことなどをまとめ、ノートに記入してお

く。 

第１１回 
グループごとによるレクリエーション・ワーク 

実技の反省点・改善点等ディスカッションする 

事前学習 
レクリエーション実践して、自分なりの改善

点を整理しておく。 

事後学習 
レクリエーション実践についてディスカッ

ションし、意見をまとめ、改善案作成する。 

第１２回 「今日におけるレクリエーションの必要性と課題」 

事前学習 
レクリエーションの必要性と課題を調べ、考

えをまとめておく。 

事後学習 
ディスカッションした内容をまとめ、今後の

活動に活かせるようまとめておく。 

第１３回 学習のまとめ 

事前学習 
実践してきたレクリエーション・ワークを振

り返、まとめておく。 

事後学習 
今後の活動に活かせるようにレクリエーシ

ョン・ワークをまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回～第５回の講義内容で紹介する「幼年期や老年期を対象としたレクリエーションの手法」につ

いてレポートにまとめる。 

レポート形式：授業内でプリントを配布(パソコンで作成したい学生には Excel ファイルを渡す) 

実施時期：第５回授業後に実施する。 

提出期限：第６回授業開始時に提出する。なお、提出された指導案の内容を踏まえ、集中実技の授業内にて、添削指導・

質疑応答・意見交換の時間を設ける。 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第１０回、第 11 回の集中実技授業の内容を踏まえ「レクリエーション・スポーツ」についてレポー

トにまとめる。 

レポート形式：授業内でプリントを配布(パソコンで作成したい学生には Excel ファイルを渡す) 

実施時期：第１１回授業後に実施する。 

提出期限：第１４回の授業終了後に提出する。 

事後学習：第１５回「学習のまとめ」の授業内にて「レクリエーション・スポーツ」について学んだ内容をノートにま

とめる。 
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１．科目名（単位数） レクリエーションワーク （2 単位） 

３．科目番号 

GEHL1102 

GEBS2302 

GEHL2313 ２．授業担当教員 山内 健次 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

これからの社会の課題としてのレクリエーションについて学習する。まず、ライフステージ（幼児・児童・

青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面

での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活

用できるようにすることを目的とする。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

〔課題１〕対象者に応じたレクリエーション支援案の作成とその発表・評価（発表課題） 

・対象者の特徴に応じた立案内容を考案する。 

・支援を行う上での役割分担や留意点を明確にする。 

・タイムスケジュールや用具などの条件について配慮する。 

〔課題２〕今後のレクリエーション支援者としての活動への意欲（レポート課題） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 使用しません。（授業内で配布したプリントを使用します） 

【参考書】 『いちばんやさしいレクリエーションゲーム全集』成美堂出版。 

『脳を鍛える 楽しい指先ゲーム』成美堂出版。 

日本レクリエーション協会編『基本のアイスブレーキング・ゲーム』。 

日本レクリエーション協会編『レクリエーション支援の基礎』。 

日本レクリエーション協会編。 

『事例でなっとく！よく分かる福祉レクリエーション・サービス実施マニュアル』。 

      『これからのレジャー・レクリエーション ～余暇社会に向けて～』弓箭書院。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

レクリエーション支援者はホスピタリティーの精神が必要です。受講者みんなが楽しめるような雰囲気づく

りを心掛けて下さい。 

13．オフィスアワー 授業内でお知らせいたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（授業の進め方、成績評価方法、レクリ

エーション・インストラクター資格取得方法説明） 

自己紹介と受講者各自のレクリエーション体験に

ついてのディスカッション 

事前学習 これまでのレクリエーション体験を思い出してくる。 

事後学習 学習の見通しを整理する。 

第２回 
コミュニケーション・ワーク① 

：ホスピタリティーとは 

事前学習 
どのような職業でホスピタリティーは必要とされる

のかを考えてくる。 

事後学習 
これからの社会においてのホスピタリティーの重要

性について整理する。 

第３回 
コミュニケーション・ワーク② 

：アイスブレーキングの実際 

事前学習 アイスブレーキングについて調べる。 

事後学習 アイスブレーキングの技法をふりかえる。 

第４回 
コミュニケーション・ワーク③ 

：アイスブレーキングのプログラミング 

事前学習 対象者に応じたアイスブレーキングについて調べる。 

事後学習 
アイスブレーキングのプログラミングについてふり

かえる 

第５回 
対象に合わせたレクリエーション・ワーク：生活の

レクリエーション化とレクリエーションの生活化 

事前学習 
様々な人数を対象としたレクリエーションについて

調べる。 

事後学習 
様々な人数を対象としたレクリエーション技法をふ

りかえる。 



 

 

第６回 
活動領域に合わせたアクティビティの体験① 

（ネイチャーゲーム） 

事前学習 ネイチャーゲームについて調べる。 

事後学習 
授業をふりかえり、ネイチャーゲームにはどのような

ベネフィットがあったのかをまとめる 

第７回 
活動領域に合わせたアクティビティの体験② 

（遊びリテーション） 

事前学習 遊びリテーションで使用する素材を準備する。 

事後学習 
授業をふりかえり、ネイチャーゲームにはどのような

ベネフィットがあったのかをまとめる。 

第８回 
活動領域に合わせたアクティビティの体験③ 

（手作りおもちゃ・折り紙） 

事前学習 本時の講義に使用する素材を準備する。 

事後学習 
授業をふりかえり、クラフトにはどのようなベネフィ

ットがあったのかをまとめる。 

第９回 
活動領域に合わせたアクティビティの体験④ 

（身近な素材を用いたレクリエーション 

事前学習 本時の講義に使用する素材を準備する。 

事後学習 グループレクの技法をふりかえる。 

第１０回 グループワークトレーニング 

事前学習 グループ活動の必要性について考えてくる。 

事後学習 グループワークトレーニングの実践をふりかえる。 

第１１回 発表レクリエーションの選択 

事前学習 グループレクリエーションの発表準備をする。 

事後学習 グループレクの発表を確認する。 

第１２回 レクリエーション支援案の発表と評価① 

事前学習 グループレクリエーションの発表準備をする。 

事後学習 グループレクの実践を評価する。 

第１３回 レクリエーション支援案の発表と評価② 

事前学習 グループレクリエーションの発表準備をする。 

事後学習 グループレクの実践を評価する。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：「レクリエーション支援案の作成」 

作成支援案：担当教員で用意した書式 1枚 

提出時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。 

     提出後、担当教員が支援案を添削し、第 11回の授業内で各自が発表する 

事後学習：添削された内容に基づいて支援案を修正する 

課題研究

2 

課題研究テーマ：「これからのレクリエーションの在り方」について各自の考えをレポートにまとめる 

作成支援案：A4レポート用紙 1枚（1000字程度） 

提出時期：第 12回の授業後に実施する 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

     提出後は担当教員がレポートに書かれた内容を資料としてまとめ、全受講生に資料を配信する。 

事後学習：配信された資料を読み、他の学生がレクリエーションについてどのように考えているかを知る 
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１．科目名（単位数） 労働衛生学 （4単位？） 

３．科目番号 

SSMP3336 

SCMP3336 

SBMP3336 ２．授業担当教員 澤田 晋一 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

労働者が安全で衛生的かつ快適に働くには、労働者を取り巻く環境をより良い状態に維持することが重要

である。そのために衛生管理者は、社会情勢の変化や技術革新に伴う労働環境の変化、労働者の高齢化等に

伴う心身の健康状態の変化等に柔軟に対応できなくてはならない。 

本科目では、安全衛生管理体制の確立と衛生管理者の役割、そして衛生管理の 3 本柱である「作業環境管

理」、「作業管理」、「健康管理」を中心に労働衛生管理全般について学ぶ。福祉を学んだ衛生管理者が求めら

れていることについても考察する。 

なお労働衛生学は、本学で国家資格である第 1 種衛生管理者免許を取得するために、必ず履修しなければ

ならない科目の一つである。 

８．学習目標 

１．我が国の労働衛生の現状について説明できるようになる。 

２．望ましい安全衛生管理体制について説明できるようになる。 

３．労働安全衛生マネジメントシステムやリスクアセスメントについて説明できるようになる。 

４．一般作業環境について説明できるようになる。 

５．有害作業環境（物理的、化学的、生物学的）要因とそれらによる健康障害について説明できるようにな

る。 

６．作業環境管理（作業環境測定とその管理、換気装置等）について説明できるようになる。 

７．作業管理（作業時間と休憩時間、労働衛生保護具等）について説明できるようになる。 

８．健康管理（健康診断及び健康教育等）について説明できるようになる。 

９．職場におけるメンタルヘルス対策について説明できるようになる。  

１０．救急蘇生法について説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・演習において適宜、提出物を求める。 

・課題レポートは、授業で学んだことを踏まえ、自分でテーマを立て、2,000字でまとめ、指定された期日ま

でに提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】中央労働災害防止協会編『衛生管理（上）＜第１種用＞』中央労働災害防止協会、2020。 

【参考書】鈴木庄亮・久道茂監修『シンプル衛生公衆衛生学 2018』南江堂。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．衛生管理者の職務と役割、安全衛生管理体制、リスクアセスメントなどについて理解できているか。 

２．作業環境による健康障害、作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策、救急処置等について理解で

きているか。 

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 

２．課題レポート・期末試験など       総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家資格である第 1 種衛生管理者と同等以上の知識を習得することを第一目標とする授業を行うので、以

下の「注意事項」をしっかり守ってください。 

（１）この講義は、国家試験が「免除」されるための講義・演習であり、よって、毎時間の授業で出席をと

り、欠席・遅刻・早退・途中退室は、減点します。 

（２）私語、居眠り、携帯電話、飲食、代返、その他講義と関係のない行為は、禁止します。 

※ 授業内容を適宜変更する場合があり、その際は周知します。また、適宜映像教材を使用する予定です。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの説明、労働衛生の現状と目的、労働衛生

管理とは 

事前学習 
働くことと健康・病気との関係について考えて
くる。 

事後学習 
労働衛生の現状と目的、労働衛生管理について

説明できる。 

第２回 

衛生管理者の役割 

（業務上疾病への対応、快適職場形成と健康時増進、
安全配慮義務、衛生管理者への期待） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 衛生管理者の役割について説明できる。 

第３回 
衛生管理体制 

（トップ、ライン、スタッフの役割） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
衛生管理体制のスタッフの役割について説明

できる。 

第４回 
衛生管理体制 

（労働衛生管理体制の法整備） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
労働衛生管理体制の法整備について説明でき

る。 

第５回 

衛生管理体制 

（安全衛生委員会の活用、労働衛生管理に必要な記
録と届け出、報告） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
労働衛生管理に必要な記録と届け出、報告につ

いて説明できる。 

  



 

 

 

第６回 

衛生管理体制 

（労働安全衛生マネジメントシステムとリスクアセ
スメント） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
労働安全衛生マネジメントシステムとリスク

アセスメントについて説明できる。 

第７回 
作業環境要素 

（作業環境要素とは、一般作業環境、有害作業環境） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
作業環境要素、一般作業環境、有害作業環境に

ついて説明できる。 

第８回 
作業環境要素（化学物質管理、コントロールバンデ
ィング） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
化学物質管理、コントロールバンディングにつ

いて説明できる。 

第９回 
物理的環境要因と健康障害 

（高温、低温） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 高温・低温障害について説明できる。 

第１０回 
物理的環境要因と健康障害 

（騒音、振動、異常気圧、その他） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
騒音、振動、異常気圧による健康障害について

説明できる。 

第１１回 
物理的環境要因と健康障害 

（電離放射線、非電離放射線） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
電離放射線、非電離放射線による健康障害につ

いて説明できる。 

第１２回 

作業要因と健康障害 

（VDT作業、重量物取り扱い作業、心理的負荷、夜
勤交代制、過重労働） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 作業要因による健康障害について説明できる。 

第１３回 

生物学的環境要因と健康障害 

（感染症の特徴、呼吸器感染症、食中毒、海外勤務
における感染症対策） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
生物学的環境要因による健康障害について説

明できる。 

第１４回 
化学的環境要因と健康障害 

（じん肺と合併症有害物による健康障害） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 じん肺と合併症について説明できる。 

第１５回 化学的環境要因と健康障害（窒素性ガス、酸素欠乏） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
窒素性ガス、酸素欠乏による健康障害について
説明できる。 

第１６回 作業環境管理（作業環境測定とその管理、換気装置） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 作業環境測定とその管理について説明できる。 

  

第１７回 
作業環境管理（事務所の作業環境の改善と快適職場
づくり） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
事務所の作業環境の改善と快適職場づくりに
ついて説明できる。 

第１８回 
作業管理（目的と意義、作業時間と休憩時間、VDT

作業） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
作業時間と休憩時間、VDT 作業について説明
できる。 

第１９回 作業管理（作業姿勢、腰痛予防） 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 作業姿勢、腰痛予防について説明できる。 

第２０回 作業管理（労働安全衛生保護具） 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 労働安全衛生保護具について説明できる。 

第２１回 

健康管理 

（健康管理の意義と目的、健康診断と事後措置、適

正配置） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 健康管理の意義と目的について説明できる。 

第２２回 

健康管理 

（雇用・就業形態と健康管理、過重労働による健康

防止対策、感染症対策） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
雇用・就業形態と健康管理、過重労働による健

康防止対策、感染症対策について説明できる。 

第２３回 
労働衛生教育（目的と意義、労働衛生教育の進め方、
教育技法としての職場小集団活動） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 労働衛生教育について説明できる。 

第２４回 

健康保持増進とメンタルヘルス対策 

（心とからだの健康づくりの意義と目的、THPと衛
生管理者の役割） 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
心とからだの健康づくりの意義と目的、THP

と衛生管理者の役割について説明できる。 

第２５回 

健康保持増進とメンタルヘルス対策（職場における
メンタルヘルス対策、ストレスチェック制度、職場

のハラスメント防止対策 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 

職場におけるメンタルヘルス対策、ストレスチ
ェック制度、職場のハラスメント防止対策につ
いて説明できる。 

第２６回 救急処置 （救急蘇生法、応急手当） 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 救急蘇生法、応急手当について説明できる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回から第 6 回で学んだ中で最も関心をもったトピックについて、関心をもった理由を述べ、必

要に応じて時事問題や身近な体験、医学の他の分野と関連付けながら、労働衛生学的視点からその重要性と今後の課

題を考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導とディスカッションを第 9回目の授業終了後に教室で行う。 



 

 

事後学習：レポート作成、添削指導、ディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回から第 15回で学んだ中で最も関心をもったトピックについて、関心をもった理由を述べ、必

要に応じて時事問題や身近な体験、医学の他の分野と関連付けながら、労働衛生学的視点からその重要性と今後の課

題を考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 15回の授業後に実施する。 

提出期限：第 17回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導とディスカッションを第 20回目の授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成、添削指導、ディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 16 回から第 20 回で学んだ中で最も関心をもったトピックについて、関心をもった理由を述べ、

必要に応じて時事問題や身近な体験、医学の他の分野と関連付けながら、労働衛生学的視点からその重要性と今後の

課題を考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 20回の授業後に実施する。 

提出期限：第 22回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導とディスカッションを第 26回目の授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成、添削指導、ディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 21 回から第 26 回の講義内容の中で最も関心をもったトピックについて、関心をもった理由を述

べ、必要に応じて時事問題や身近な体験、医学の他の分野と関連付けながら、労働衛生学的視点からその重要性と今

後の課題を考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 22回の授業後に実施する。 

提出期限：第 24回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導とディスカッションを第 26回目の授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成、添削指導、ディスカッションを通して学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

1/2 

１．科目名（単位数） 労働法（労働基準法） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3338 

SCMP3338 

SBMP3338 

PSMP3309 
２．授業担当教員 平 仁 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
労働安全衛生法、社会保障論（労災保険） 

７．講義概要 

20世紀末以降労働関係法令は新しいものがいくつも制定され、かつ既存法も大幅に内容が改正されてきた。

そこには、社会における新しい雇用形態や労働条件の変化が大きく影響している。本科目では、労働基準法

の基本構造を学ぶとともに、新たに制定された労働契約法や男女雇用機会均等法のほか、パートタイム労働

法や派遣労働法も対象領域とする。ただし、学習負担の面から基本事項に限定して講義する。発展部分は実

社会に出てから各自で応用学習してもらいたい。 

なお、労働組合活動の退潮もあり、労働組合活動を対象とした集団的労働関係法は扱わない。 

講義は教科書に沿って進行する。随時、テーマを設定してディスカッションを行い、自宅学習で議論の集約、

文章化の訓練を行う。最終授業では、実際の試験問題を用いた基礎知識修得状況の検証を行う。 

８．学習目標 

就職とは基本的に勤め先との間で労働契約を交わすことである。雇用労働者は、内定、使用期間、処遇、

人事異動、出向、昇格・昇進、懲戒処分、労災事故、退職（解雇）など様々な事態に遭遇することになる。

本科目の履修者は、労働基準法等においてどのように規定されているか、また労働基準監督署や裁判所では

どのように判断されているかの知識を習得しているので、適切に対処することができる。 

勤務経験を積むことにより、勤務先で管理監督者（使用者）の地位を与えられることになるが、本科目内

容を履修することで労働法令の基礎理論や先例を理解でき、職場内の労働紛争を回避することができる。 

アルバイトなどの学生生活においても、労働基準法等がどのように適用されるかを検証し、労働法を身近な

ものとして生かすことができる。 

いわゆるブラック企業のやり口を見極める基礎能力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.各回の授業に際しては、下記の論点事項について教科書の十分な読み込み学習がされていることを前提に

講義を進める。（1 回の授業に関して 4 時間の事前または事後学習が必要とされている。）なお、事前学習
に際しては、マスコミ報道のうち労働問題に関連するものに注目し、現実社会で労働法がどのように作用
しているかを検証する点検しておくことを求める。 

2.毎回の授業の中でディスカッションを組み込む。積極的な発言、討論を必須とする。無言者、無反応者は
早退したものとみなすことがある。 

3. 学期を通じて使用する学習カード（初回に配布）に、毎回の授業で学んだことなどを記述して提出しなけ

ればならない（最終週を除く）。学習カードは次回授業時に返却する。 
4. 学期内に１回、テーマを指定してのレポート作成提出（自筆 1800字程度）を求める。 
5. 適宜、希望学生による研究成果発表を予定する。この場合、学生は発表用資料を事前準備する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】原昌登『コンパクト労働法』新生社。 
【参考書】今野晴貴『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』文春新書。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

六法書 労働基準法、労働契約法等労働法令を含むもの（各自インターネットで抽出） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1および 2を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

1.労働法（労働基準法）は範囲が広く、制度改正も頻繁であるため、細かな制度内容よりも、全体を貫く理

念は何かを常に念頭において講義に参加すること。 
2.授業中の質問は歓迎。各自相談することを指示した場合以外の私語は厳禁。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

労働法とは何か 
労働法の存在理由 

労働法により介入の仕組み 
法学の基礎知識 
労働法のルール 

事前学習 教科書第 1章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説
明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第２回 

雇用関係における様々な法ルール 
労働基準法 

労使協定 
労働契約法 
労働協約 

就業規則 
労働契約 

事前学習 教科書第 2章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説
明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第３回 

労働法の当事者 

労働者とは 労基法、労契法、労組法 
使用者 
労働組合 

事前学習 教科書第 3章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説

明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第４回 

労働者の採用について 
使用者の採用自由の原則とは 
採用内定の法的性質 

使用期間とは 

事前学習 教科書第 4章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説
明し、かつ文章化できるかを点検する。 



 

 

 

第５回 

企業の人事権と権利濫用法理の適用 
昇進・昇格・降格について 
配転とは何か 

出向（在籍） 
転籍 
休職 

事前学習 教科書第 5章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説

明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第６回 

使用者の懲戒権 
懲戒処分とは 

懲戒処分の法規制 
懲戒処分のポイント 

事前学習 教科書第 6章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説
明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第７回 

労使関係の終了 解雇の法的問題 
労働契約終了事由 

解雇に関する法規制 手続・理由 
解雇権濫用法理 
整理解雇のルール 

解雇紛争の解決 
定年制 
高齢者雇用確保措置 

事前学習 教科書第 7章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説
明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第８回 

賃金について 
賃金とは何か 
賞与・退職金の法律問題 

賃金支払いの 4原則 
休業手当とは 
最低賃金 

事前学習 教科書第 8章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説
明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第９回 

労働時間の基本 
労働時間規制の基本的枠組み 

法定労働時間 
休憩時間 
休日 

時間外・休日労働 
三六協定 
割増賃金 

事前学習 
教科書第 9 章（9.1 から 9.3 まででよい）を熟読。疑問点
を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説

明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第１０回 

休憩・休業 
年次有給休暇 
年休権の法的性質 

休業制度 労基法、育児・介護休業法 

事前学習 教科書第 10章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説

明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第１１回 
労働条件の変更 
就業規則の不利益変更の法ルール 

労働協約による労働条件不利益変更 

事前学習 教科書第 11章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説

明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第１２回 

非正規労働者と労働法 

非正規雇用とは 
有期契約と雇い止め 
無期契約への転換制度導入 

パートタイム労働者（短時間労働者）と労
働法 
派遣労働の法ルール 

偽装請負とは 

事前学習 教科書第 12章を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説
明し、かつ文章化できるかを点検する。 

第１３回 

労働者の健康・労働災害 
職場における安全衛生 労安法 

労働災害補償 労災保険 
民事上の損害賠償 
労働時間規制の例外措置 

法規制の適用除外 
変形労働時間制とフレックスタイム制 
みなし労働時間制 

事前学習 
教科書第 13章を熟読。疑問点を整理しておく。 
教科書第 9章のうち 9.4と 9.5を熟読。疑問点を整理して

おく。 

事後学習 
授業中に指定されたテーマについて自身の考えを他人に説
明し、かつ文章化できるかを点検する。 

課題研究
１ 

課題研究テーマ：参考書やインターネット等の情報を参考にして、ブラック企業で働くことの是非について、自分の
言葉でレポートしなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚程度（1400文字前後） 
実施時期：夏休み 
提出期限：夏休み明け最初の授業の後 

事後学習：授業内で行うコメントを踏まえ、自分の考えを整理しておく 

課題研究
２ 

課題研究テーマ：テキストやインターネット等の情報を参考にして、ハラスメントの意味について考え、ハラスメン
トをなくすためにはどうしたらよいか、自分の言葉でレポートしなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚程度（1400文字前後） 
実施時期：8月下旬～9月上旬 
提出期限：12回目の授業後 

事後学習：13回目の授業の中で行うコメントを踏まえ、自分の考えを整理しておく 

期末試験 

 

 


