
 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

GECM1311 

GECM1121 

JNGC1101  ２．授業担当教員 田村 エレナ 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

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

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

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

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

事後学習の仕方は授業中説明する。 
2. 長期休暇における課題として映画「ローマの休日」を用いたリスニング養成課題を課すので計画立てて実

施すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
ジョージ トラスコット 他『Eye on America and Japan そのまま日米比較』南雲堂。 
【参考書】 

各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

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

るようになったか。 

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

か。 

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

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 
メッセージ 

学生の皆さんがこの授業を通じて、楽しく積極的に学習経験を積むことができるよう願っている。この機
会を活用してアメリカの文化についてできるだけたくさん学ぶことができるよう頑張ってもらいたい。それ

と同時に英語力も向上させていこう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 Physical education 
事前学習 体育の日米比較について何を学習するのか考える。 
事後学習 テキスト (pp.8-9) の練習問題を実施する。 

第２回 Sports Clubs 
事前学習 スポーツクラブの日米比較について何を学習するのか考える。 
事後学習 テキスト (p.10) の文章を 2回リライトする。 

第３回 Cultural Differences  
事前学習 異文化についてどのくらい興味があるかについて考える。 
事後学習 テキスト (p.14) の練習問題を実施する。 

第４回 
Continue with the topic on  Culture 
Differences  

事前学習 テキスト (p.15) の練習問題を実施する。 
事後学習 異文化についての意見を短い文章にして表現する。 

第５回 Haircuts  
事前学習 ヘアカットの日米比較について何を学習するのか考える。  
事後学習 テキスト (pp.17-18) の練習問題の答をもう一度確認する。 

第６回 Music 
事前学習 音楽の日米比較について説明できるようにする。  
事後学習 テキスト (p.20) の練習問題を実施する。 

第７回 Money 
事前学習 お金の日米比較について何を学習するのか考える。 
事後学習 テキスト (p.20) の練習問題を確認する。 

第８回 Safety 
事前学習 安全を確保できる手段について考える。 
事後学習 テキスト (p.26) の練習問題を全て繰り返す。  

第９回 Life Expectancy 
事前学習 寿命の日米比較について考える。 
事後学習 テキスト (pp.29-30) の練習問題を実施する。 

第１０回 The metric system 
事前学習 メートル法について知っていることを整理する。 
事後学習 テキスト (pp.32-33) を読んで練習問題を実施する。 

第１１回 Police 
事前学習 警察の日米比較について何を学習するのか考える。 
事後学習 テキスト (pp.35-36) の練習問題をもう一度実施する。 

第１２回 Seasons 
事前学習 

季節の日米比較について知っていることを、短い文章にし
て表現する。 

事後学習 テキスト (pp.38-39) の練習問題を実施する。 

第１３回 
総括（学期中に扱った内容を全て復習す
る） 

事前学習 既習の全ての文章を読んでおく。 
事後学習 既習の全ての練習問題をもう一度実施する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「音楽に関する日米の比較」について、自分の意見を述べなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚 

実施期間：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回に授業終了後に行う。 



 

 

 

     添削内容について引き続きしつもんがある場合は、その後も毎回の授業で随時受けつけ適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：安全に関する日米の比較」について、自分の意見を述べなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚 

実施期間：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回に授業終了後に行う。 

     添削内容について引き続きしつもんがある場合は、その後も毎回の授業で随時受けつけ適宜指導する。 

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

期末試験(Final exam) 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
アメリカの文化と言語Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 
GECM1121 

GECM1111 
２．授業担当教員 高橋 みどり 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

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

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

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

事後学習の仕方は授業中説明する。 

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

Composition に解答する」を課すので計画立てて実施すること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

ジョージ・トラスコット他著『そのまま日米比較』南雲堂。 

【参考書】 

各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

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

るようになったか。 

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

か。 

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

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

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

と。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にする。 

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

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

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

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
この科目を受講するにあたっての留意点 

実力診断テスト 

事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構

文と意味内容を把握し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 
実力診断テストで理解の不十分だった点に

ついて復習し、知識の定着を図る。 

第２回 

Lesson 1  Physical Education  

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

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

事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構

文と意味内容を把握し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第３回 
Lesson2  Sports Clubs 

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  
事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構

文と意味内容を把握し、練習問題に解答す



 

 

 

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

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第４回 

Lesson4  Haircuts 

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

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

事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構

文と意味内容を把握し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第５回 

Lesson5  Music 

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

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

事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構

文と意味内容を把握し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第６回 

Lesson6  Money 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

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

事前学習 

小テストの準備。英文法を応用しながら予習

をして英文の構文と意味内容を把握し、練習

問題に解答する。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第７回 

小テスト 

Lesson8  Life Expectancy 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

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

事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構

文と意味内容を把握し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第８回 

Lesson9  The Metric System 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

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

事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構

文と意味内容を把握し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第９回 

Lesson10  Police  

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

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

事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構

文と意味内容を把握する。練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第１０回 

Lesson11 Seasons 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

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

事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構

文と意味内容を把握し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第１１回 

Lesson12 TV Sports 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

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

事前学習 

小テストの準備。英文法を応用しながら予習

をして英文の構文と意味内容を把握し、練習

問題に解答する。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第１２回 ＤＶＤ鑑賞  ディスカッション 

事前学習 
期末試験に備え、前回まで読解練習した英文

の内容把握ならびに練習問題の復習を行う。 

事後学習 
鑑賞した映像作品について自分の考えをま

とめておく。 

第１３回 
ＤＶＤ鑑賞  ディスカッション 

総括 

事前学習 
期末試験に備え、前回まで読解練習した英文

の内容把握ならびに練習問題の復習を行う。 

事後学習 
鑑賞した映像作品を参考にアメリカ文化に

ついての理解を深める。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回〜第３回の授業で学んだテキストの内容を考慮に入れて、テキスト Lesson3  Cultural 

Differences  1. Readを日本語に訳しなさい。 

レポート書式：A4用紙に各行１行ずつ間隔を空けて、手書きまたはパソコンで記述する。 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削済みのレポートを返却し、第６回と第７回の授業内で、解答と構文上の説明、質疑応答を行



 

 

う。 

事後学習：間違っていた箇所や誤解した箇所を確認し、内容の理解を深める。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第２回〜第６回の授業で学んだテキストの内容を考慮に入れて、テキスト Lesson7  Safety  1. Read

を日本語に訳しなさい。 

レポート書式：A4用紙に各行１行ずつ間隔を空けて、手書きまたはパソコンで記述する。 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第８回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削済みのレポートを返却し、第９回と第 10回の授業内で、解答と構文上の説明、質疑応答を行

う。 

事後学習：間違っていた箇所や誤解した箇所を確認し、内容の理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
医学概論（小児保健を含む） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2317 

２．授業担当教員 橋本 由利子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
原則として、「解剖生理学」履修後または履修中であること 

７．講義概要 

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

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

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

具体的には、 

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

  えて理解する。 

 ●小児の発達とリスク因子について理解する。 

８．学習目標 

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

の関係を踏まえて理解できるようになる。 

２．乳・幼・小児の健全な発達に寄与する方策が理解できるようになる。 

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

る。 

４．医学の基本的知識を深め、最新の医学・医療への関心を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

その日に学習したことを整理するために、毎回ワークシートを提出する。 

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

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

する。 

研究発表：レポート課題で調べた内容について、わかりやすく発表しなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】北村諭著 『医学概論 改訂６版』 中外医学社。 

 

【参考書】中根淳子・佐藤直子編著 『子どもの保健』 ななみ書房。 

澤口彰子・他著 『人体のしくみとはたらき』朝倉書店、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．人体の機能と疾病について、基本的事項を理解しているか。 

２．疾病の予防、治療、リハビリテーションの方策について理解しているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加（授業態度、発言）      30％ 

 ２．課題レポート・発表               30％ 

 ３．期末試験                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

ださい。 

[受講生に期待される学習態度] 

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

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

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

で伝え許可をとるようにする。 

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

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

３．授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用については厳格に対処する。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

医学の歴史と医の倫理 

事前学習 シラバスを読んでくる 

事後学習 
医学の歴史・医の倫理について復習し、ワー

クシートを提出する 

第２回 ヒトのからだの成長と発達 

事前学習 
ヒトのからだの成長と発達について考えて

くる 

事後学習 
ヒトのからだの成長と発達について復習し、

ワークシートを提出する 

第３回 先天異常について 

事前学習 先天異常について考えてくる 

事後学習 
遺伝子病、染色体異常、胎児障害について復

習し、ワークシートを提出する 

第４回 人体の構造と機能 
事前学習 

人体の構造と機能について教科書を読んで

くる 

事後学習 人体の構造と機能について復習し、ワークシ



 

 

 

ートを提出する 

第５回 
臨床医学各論 

小児疾患 

事前学習 小児疾患について教科書を読んでくる 

事後学習 
小児疾患について復習し、ワークシートを提

出する 

第６回 
臨床医学各論 

循環器疾患、呼吸器疾患 

事前学習 
循環器疾患、呼吸器疾患について教科書を読

んでくる 

事後学習 
循環器疾患、呼吸器疾患について復習し、ワ

ークシートを提出する 

第７回 
臨床医学各論 

消化器疾患、代謝・内分泌疾患 

事前学習 
消化器疾患、代謝・内分泌疾患について教科

書を読んでくる 

事後学習 
消化器疾患、代謝・内分泌疾患について復習

し、ワークシートを提出する 

第８回 
臨床医学各論 

腎臓・泌尿器疾患、婦人科・妊産婦疾患 

事前学習 
腎臓・泌尿器疾患、婦人科・妊産婦疾患につ

いて教科書を読んでくる 

事後学習 
腎臓・泌尿器疾患、婦人科・妊産婦疾患につ

いて復習し、ワークシートを提出する 

第９回 
臨床医学各論 

血液・造血器疾患、中毒性疾患、運動器疾患 

事前学習 
血液・造血器疾患、中毒性疾患、運動器疾患

について教科書を読んでくる 

事後学習 
血液・造血器疾患、中毒性疾患、運動器疾患

について復習し、ワークシートを提出する 

第１０回 
臨床医学各論 

神経・筋疾患、精神疾患 

事前学習 
神経・筋疾患、精神疾患について教科書を読

んでくる 

事後学習 
神経・筋疾患、精神疾患について復習し、ワ

ークシートを提出する 

第１１回 
主要な疾患とその対応 

学生発表 

事前学習 今まで学習した疾患について復習してくる 

事後学習 発表を聞き、疾患について整理する 

第１２回 医療保障制度、保健医療対策、医療関係の職種と現状 

事前学習 

医療保障制度、保健医療対策、医療関係職種

にはどのようなものがあるか教科書を読ん

でくる 

事後学習 
医療保障制度、保健医療対策、医療関係職種

について復習し、ワークシートを提出する 

第１３回 

 
まとめ 

事前学習 
今まで学習したことを振り返り、現在の医学

にはどのような問題があるか考えてくる。 

事後学習 
この科目全体について学習したことをまと

める 

課題研究

１ 

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

ぜ自分がその疾患について関心を持ったかについても述べなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1400字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出。 

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

課題研究

２ 

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

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

レポート形式：A4用紙 1枚（1400字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施 

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

事後学習：レポート作成、意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 異文化理解 （2 単位） 

３．科目番号 
EDEN3331 

EDEN3131 
２．授業担当教員 越野 香子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
中・高等学校英語教員免許選択必修 

７．講義概要 

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

ュニケーションの手段としての外国語やその背景にある文化の多様性及び異文化コミュニケーションの現

状と課題について学んでいく。また、さまざまな英語圏の文化を通じて、英語による表現力への理解を深め、
中学校及び高等学校における外国語科の授業に必要な知見を身に付けていく。 

本講義における学習事項としては、１．異文化コミュニケーションの現状・課題と基礎概念、２．異文化

交流の体験過程と文化多様性の意義、３．英語文化圏の歴史・社会・文化、以上３点を適宜扱うものとする。 

８．学習目標 

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

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

的に理解している。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎授業、テーマについての調査や議論の感想について課題が与えられる。授業で得た知識や理解を強化する

目的のものとする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
イングリッド・ピラー著『異文化コミュニケーションを問い直す』創元社、2014。 

【参考書】 

講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

的に理解できるようになったか。 

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

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２. 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

んの中にしまうこと。 

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

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

延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

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

とは積極的に質問し、意見を述べることを勧める。 

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

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

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

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

えでの倫理、つまり、守らなければならない事があります。不正行為としては、１．捏造(ねつぞう)、２．

改ざん、３．盗用があります。不正行為については、適宜、処置がなされるので、これらについて十分に注

意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

 
第１章 
 
授業概要 

事前学習 

シラバスを確認し、教科書や扱うテーマ内
容について把握しておく。教科書 pp.17～21
を読み、日常的に経験している自身の異文
化体験について振り返っておく。 

事後学習 
異文化コミュニケーションの現状と課題に
ついて振り返っておく。 

第２回 
第 2 章 
 

異文コミュニケーションへのアプローチ 

事前学習 
教科書 pp.22～36 を読み、本章の目的につ
いて把握しておく。 

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

第３回 
第 3 章 
 

異文化コミュニケーションの系図 

事前学習 
教科書 pp.37～58 を読み、本章の目的につ
いて把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、本章についての理解を
深めておく。 



 

 

第４回 
第 4 章 
 

言語と文化 

事前学習 
教科書 pp.59～83 を読み、本章の目的につ
いて把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習する。言語とコミュニケー
ションについて自分なりに考えをまとめて
おく。 

第５回 
第 5 章 
 

国家と文化 

事前学習 
教科書 pp.84～108 を読み、本章の目的につ
いて把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、国家と文化の関係につ
いて確認しておく。 

第６回 
第 6 章 
 

職場での異文化コミュニケーション 

事前学習 
教科書 pp.109～135 を読み、本章の目的に
ついて把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、多国籍企業とコミュニ
ケーションについて整理しておく。 

第７回 
第 7 章 
 

販売のための異文化コミュニケーション 

事前学習 
教科書 pp.136～154 を読み、本章の目的に
ついて把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、民族的ステレオタイプ
を売るということは、どのようことなのか
確認しておく。 

第８回 
第 8 章 
 

異文化間ロマンス 

事前学習 
教科書 pp.155～175 を読み、本章の目的に
ついて把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、異文化ロマンスに伴う
力関係や人種の役割と機能について理解を
深めておく。 

第９回 
第 8 章 
 

異文化間ロマンス 

事前学習 
教科書 pp.155～175 を読み、本章の目的に
ついて把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、異文化ロマンスに伴う
力関係や人種の役割と機能について理解を
深めておく。 

第１０回 
第 9 章 
 

異文化コミュニケーションと排除 

事前学習 
教科書 pp.176～196 を読み、本章の目的に
ついて把握しておく。 

事後学習 

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

第１１回 
第 9 章 
 

異文化コミュニケーションと排除 

事前学習 
教科書 pp.176～196 を読み、本章の目的に
ついて把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習する。異文化コミュニケー
ションでおける排除とは何か考えをまとめ
ておく。 

第１２回 

第 10 章 
 

マルチリンガルな世界における異文化コミュニケーシ
ョン 

事前学習 
教科書 pp.197～233 を読み、本章の目的に
ついて把握しておく。 

事後学習 

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

第１３回 

第 10 章 
 

マルチリンガルな世界における異文化コミュニケーシ
ョン 

事前学習 
教科書 pp.197～233 を読み、本章の目的に
ついて把握しておく。 

事後学習 

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

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「異文化理解についての新たな見方」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施期間：第６回の授業後に実施する 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

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

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

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「異文化理解の未来」 

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

事前学習：教科書 pp.234～243 を読み、本章の目的について把握しておく。 

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

に整理しておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 医療経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2130 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッ

ション（学生からの講師への質問、ディスカッション等）を伴っ

たものにする。 

５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

いることも考えれば、その重要性は増している。 

８．学習目標 

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

２．現代の医療機関の運営に必要な公共性と利潤追求とのバランス感覚を養う。 

３．一般の企業、公共機関と医療機関の運営の相違点と類似点を把握する。 

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

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

する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

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

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】授業内で配布するプリント教材を使用する。 

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

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

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

１．医療経営に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業・課題研究への積極的参加度、期末試験を総合して評価する。 

１ 授業、課題研究への積極的参加   総合点の５０％ 

２ 期末試験             総合点の５０％ 

 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

を磨く、という意気込みで講義や演習に臨んでほしい。 

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

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

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

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 
日本医療の現状と課題① 

-我が国の医療費を巡って- 

事前学習 日頃、病院経営で見聞することをまとめる。 

事後学習 医療システムが直面する課題を整理する。 

第２回 
日本医療の現状と課題② 
        -医療提供体制- 

事前学習 前回の講義内容を確認する。 

事後学習 医療システムが直面する課題を整理、まとめる。 

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

事後学習 経営学が医療問題の解決にどう役立つか考える。 

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

事後学習 医療サービスに相応しい組織は何かまとめる。 

第５回 
病院の医事管理 
演習 

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

事後学習 
これまで本講義で学んだ医療経営に関する知識を整理す
る。 

  



 

 

第６回 

病院の人的資源管理① 
-病院スタッフの動機づけ、 

雇用の現状と課題- 
課題研究１の出題 

事前学習 
経営学など他授業で学んだ人的資源管理の知識を整理す
る。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の意義を整理する。 

第７回 
病院の人的資源管理② 
-人事考課、賃金制度、キャリア開発- 

事前学習 病院における人的資源の確保・定着に必要なことを考える。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の意義を整理する。 

第８回 
医療の情報化とＩＣＴシステム 
演習 

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

事後学習 医療の情報化のメリット・デメリットは何かまとめる。 

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

事後学習 病院経営における経営分析の意義を整理する。 

第１０回 
医療保険制度と DPC 
課題研究２の出題 

事前学習 自分にとって身近な医療保険を考える。 

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

第１１回 
医療の評価 
 

事前学習 患者としてどういう病院を選択するかを考える。 

事後学習 医療の評価の特徴についてまとめる。 

第１２回 医療安全管理そのほか 
事前学習 

医療事故とはどのようなものか調べる。 
 

事後学習 医療安全管理の重要性など整理する。 

第１３回 
最後のまとめ 
演習（課題研究２の発表と討論など） 

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

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

課題研究 
1 

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

る。 

レポート形式：A4 用紙 1-2 枚 1000 字程度 

実施時期：第 6 回の授業後に課題を発表するので各自で作成すること。 

提出期限：第 7 回の授業日の前日までに、中野研究室に提出する。 

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

おこなう。 

事後学習：レポート作成と討論・質疑応答などを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 
2 

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

する。 

レポート形式：A4 用紙 1-2 枚 1000 字程度 

実施時期：第 10 回の授業後に課題を発表するので各自で作成すること。 

提出期限：第 12 回の授業日の前日までに、中野研究室に提出する。 

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

疑応答、意見交換などをおこなう。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
医療ソーシャルワーク実践論 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP3326 

SCMP3326 

SBMP3326 ２．授業担当教員 中里 哲也 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

１ ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを履修していることが望ましい。 

２ 将来、医療ソーシャルワーカーを目指している学生が望ましい。 

７．講義概要 

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

う過程で必要となる、専門的価値、知識、技術について学ぶことを目的とする。 

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

８．学習目標 

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

場面で即戦力となるソーシャルワーカーを養成することを目的としている。 

学習目標は以下の3項目とする。 

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

出来るようになる。 

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

かりやすく伝えることができるようになる。 

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

をまとめ，論理的に説明出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

から述べなさい（A4／3枚） 

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

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

※A4とは1,200字（30字×40行）／枚とする。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

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

授業の中で配布プリント在り。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートについては、授業内容の理解度と考察力について評価する。 

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

生と教員の双方で評価する。 

○評定の方法 

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

る。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

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

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

場合，たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること 

５．授業中，私語，居眠り，携帯電話等の操作はしないこと。 

６．予習・復習を行い、授業へ臨むこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

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

通知する。 

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

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

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

た場合は，厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1 回 

第 2 回 

オリエンテーション  

医療ソーシャルワーク実践の適応領域

と対象分野 

事前学習 

医療ソーシャルワーク実践論の学習用ノートを準備する。講義

を受けるうえで具体的に何を学びたいか具体的に考えて、意見

をまとめてくること。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 3 回 

第 4 回 

医療ソーシャルワーク概論Ⅰ 

医療ソーシャルワーカーの役割と機能 

事前学習 
第一回の授業を受けて、保健医療分野において活動しているの

か要点をまとめる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 5 回 

第 6 回 

医療ソーシャルワーク概論Ⅱ 

医療ソーシャルワーク実践に活用され

る制度の理解 

事前学習 
ソーシャルワーカーにおける「社会資源」の意味を調べ、学習

用ノートにまとめてくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 



 

 

第 7 回 

第 8 回 

医療ソーシャルワーク概論Ⅲ 

医療ソーシャルワーク実践における疾

病の理解 

事前学習 
どんな疾病に対してソーシャルワーカーが関わっているか自

己学習し、学習用ノートにまとめてくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 9 回 

第 10 回 

医療ソーシャルワーク概論Ⅳ 

医療ソーシャルワーク実践における主

要理論の理解 

事前学習 
「理論」の定義について自らの言葉で説明出来る様に学習用ノ

ートにまとめてくる。 

事後学習 
学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。課題①の作成

と提出。 

第 11 回 

第 12 回 

医療ソーシャルワーク実践（1） 

（面接技術Ⅰ）基本的コミュニケーシ

ョンスキル（非言語・準言語） 

事前学習 
1 回〜10 回までの概論について学習用ノートに要点をまとめ

てくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 13 回 

第 14 回 

医療ソーシャルワーク実践（2） 

（面接技術Ⅱ）情報収集のためのコミ

ュニケーションスキル（言語） 

事前学習 
第 11回・12回の講義で学んだ学習要点を学習用ノートに整理

してくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 15 回 

第 16 回 

医療ソーシャルワーク実践（3） 

（グループワーク技術Ⅰ）グループダ

イナミクスの実践と応用 

事前学習 
第 13回・14回の講義で学んだ学習要点を学習用ノートに整理

してくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 17 回 

第 18 回 

医療ソーシャルワーク実践（4） 

（グループワーク技術Ⅱ）実際のMSW

支援にグループを用いる演習 

事前学習 
第 15回・16回の講義で学んだ学習要点を学習用ノートに整理

してくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 19 回 

第 20 回 

医療ソーシャルワーク実践（5） 

（チーム医療及び組織の理解） 

事前学習 
第 17回・18回の講義で学んだ学習要点を学習用ノートに整理

してくる。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 21 回 

第 22 回 

医療ソーシャルワーク実践（6） 

医療ソーシャルワーク実践をソーシャ

ルアクション（マクロ実践）に繋げる 

事前学習 
第 19回・20回の講義で学んだ学習要点を学習用ノートに整理

してくる。 

事後学習 
学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。課題②の作成

と提出。 

第 23 回 

第 24 回 
グループプレゼンテーション 

事前学習 プレゼンテーションが滞りなく実施出来る様準備を行う。 

事後学習 学んだこと，気づきを学習用ノートにまとめる。 

第 25 回 

第 26 回 
振り返り／まとめ 

事前学習 
第 24 回までに学んだことを学習目標と照らし合わせ学習達成

度について整理してくる。 

事後学習 
医療ソーシャルワーク実践論での学びを振り返り、ソーシャル

ワーク演習Ⅳ、Ⅴに向けた自己課題をまとめる。 

課題研究 

1 

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

さい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 4回の授業後に実施する。 

提出期限:第 5回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

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

めなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 6回の授業後に実施する。 

提出期限:第 7回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

3 

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

まとめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 8回の授業後に実施する。 

提出期限:第 9回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

4 

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

とめなさい。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,200 字程度) 

実施時期:第 18回の授業後に実施する。 

提出期限:第 19回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 20回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

 

１．科目名（単位

数） 
医療的ケア実践論・演習 （2単位） 

３．科目番号 SNMP4171 

２．授業担当教員 山下 喜代美・北村 京子・吉岡 寛子・河内 智子 

４．授業形態 講義  実技  ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

医療的ケア論、医療的ケア実践論を修得していること 

７．講義概要 

医療的ケア実施のための基本研修となる科目である。 

喀痰吸引と経管栄養についての手技を学び、実技を行う。 

実技の回数は 

喀痰吸引：口腔５回以上、鼻腔５回以上 気管カニューレ内部５回以上 

経管栄養：胃瘻または腸瘻５回以上、経鼻経管栄養５回以上 

また、器具器材の管理や取扱いについても学習し、実施する。 

医療的ケアの実施後は、実技試験を実施します。 

８．学習目標 

１．喀痰吸引を安全に実施できる 

２．経管栄養を安全に実施できる 

３．器具や器材を清潔に取り扱うことができる 

４．喀痰吸引に伴うケアについて説明できる 

５．経管栄養に伴うケアについて説明できる 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．医療的ケアの手順と留意点のまとめ 
  ① 喀痰吸引（鼻腔 口腔 気管カニューレ） 
  ② 経管栄養（経鼻、胃ろう、腸ろう） 
実技が確実に実施できるまで、繰り返し練習してください 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】武宮敏子監修『医療的ケア』ミネルヴァ書房、2013年。 
【参考書】久良木香監修『「たんの吸引・経管栄養」がスラスラわかるイラスト学習帳』 

服部万里子編著『介護職員のための今すぐ知りたい医療行為実技ガイド』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．医療的ケアの実施手順とその根拠を理解しているか  

２．正確に医療的ケアを実施できるか  

○評定の方法 

[技術の修得度と根拠の理解度を総合して評価する。] 

１ 技術習得評価      総合点の８０％ 

２ 課題          総合点の２０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

介護福祉士に医療的ケアの実施が認められ、その基本研修となる科目です。 
医療徹ケアは、生命に関わる技術です。授業には真剣に取り組み、確実に正確な技術を修得してください。 
授業への取り組む姿勢によっては、科目の履修、単位の習得を認めないこともあります。 

13．オフィスアワー 時間割確定後 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス  授業概要の説明   
必要物品の取扱いと諸注意 

事前学習 喀痰吸引 経管栄養の必要性を復習しておく 
事後学習 呼吸器官 消化器官の構造を復習しておく 

第２回 
喀痰吸引の技術と留意点 
（事前の説明と同意 観察 手技の手順 留意点 
事後確認 記録 報告） 

事前学習 器具の取り扱いを復習しておく 

事後学習 アサイメント１－① 

第３回 喀痰吸引の実践（鼻腔 口腔） 
事前学習 喀痰吸引実施時の説明をまとめておく 
事後学習 鼻腔内吸引 口腔内吸引の留意点をまとめておく 

第４回 喀痰吸引の実践（鼻腔 口腔） 
事前学習 喀痰吸引の手順を復習しておく 
事後学習 実技を振り返り、自己評価する 

第５回 喀痰吸引の実践（気管カニューレ内） 
事前学習 気管カニューレの構造を復習しておく 
事後学習 気管カニューレ内の吸引の留意点をまとめておく 

第６回 喀痰吸引の実践（気管カニューレ内） 
事前学習 無菌操作法を復習しておく 
事後学習 実技を振り返り、自己評価する 

第 6回 
喀痰吸引の実践（鼻腔 口腔 気管カニューレ内） 
喀痰吸引に伴うケア 

事前学習 清潔区域 汚染区域を復習しておく 
事後学習 喀痰を出しやすくする工夫をまとめておく 

第 7回 
経管栄養法の技術と留意点 
（事前の説明と同意 観察 手技の手順 留意点 
事後確認 記録 報告 ） 

事前学習 経管栄養の必要物品を復習しておく 

事後学習 アサイメント１―② 

第 8回 経管栄養の実践（経鼻経管栄養法） 
事前学習 経管栄養実施時の説明をまとめておく 
事後学習 経鼻経管栄養法の留意点をまとめる 

第 9回 経管栄養の実践（経鼻経管栄養法） 
事前学習 経鼻経管栄養法の技術評価項目を確認しておく 
事後学習 実技を振り返り自己評価する 

第 10回 経管栄養の実践（胃瘻 腸瘻） 
事前学習 経管栄養（胃瘻・腸瘻）の手順を復習しておく 
事後学習 実技を振り返り自己評価する 

第 11回 経管栄養の実践（胃瘻 腸瘻） 
事前学習 

経管栄養（胃瘻・腸瘻）の技術評価項目を確認して
おく 

事後学習 実技を振り返り自己評価する 

第 12回 経管栄養の実践（経鼻経管栄養法 胃瘻 腸瘻） 
事前学習 経管栄養の実施時の配慮をまとめておく 
事後学習 実技を振り返り自己評価する 

第 13回 
経管栄養の実践（経鼻経管栄養法 胃瘻 腸瘻） 
経管栄養に伴うケア 

事前学習 経管栄養のメリット・デメリットを復習しておく 
事後学習 経管栄養に伴うケアをまとめる 

課題研究

１ 

補講授業を実施 

授業内容：喀痰吸引の実践（鼻腔 口腔 気管カニューレ内） 

実施時期：第６回の授業後 



 

 

事前学習：喀痰吸引の技術評価項目を確認しておく 

事後学習：実技を振り返り、自己評価する 

課題研究

２ 

補講授業を実施 

授業内容：経管栄養の実践（経鼻経管栄養法 胃瘻 腸瘻） 

実施時期：第 13回の授業後 

事前学習：経管栄養の実施時の配慮をまとめておく 

事後学習：実技を振り返り、自己評価する 

16回～30回の授業の中で技術習得評価を実施する。 
学生は、喀痰吸引（口腔、鼻腔、気管カニューレ内） 経管栄養（経鼻経管栄養法、胃瘻・腸瘻）の 5行為それぞれの技術習得評価
を受ける。それぞれの行為について、評価項目の中で１つでもできないことがあった場合は、再評価を受けることとなる。 
技術習得評価を受けていない学生は、技術を確実に習得できるよう繰り返し練習をして技術習得評価に臨むこと。 

期末試験 
16～30回の授業で技術習得評価を実施する。学生は、喀痰吸引（口腔、鼻腔、気管カニューレ内）経管栄養（経鼻経管栄養法、胃
瘻・腸瘻）の 5行為の技術習得評価を受ける。それぞれの行為で評価項目の中でひとつでもできないことがあった場合は、技術の

習得を認めない。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語学Ⅰ（英語の歴史） （2単位） 

３．科目番号 EDEN3307 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

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

６．履修条件・ 
他科目との関係 

教育学部３，４年次学生対象 

７．講義概要 

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

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

養う。 

８．学習目標 

1. 現代英語が成立した歴史的変遷や経緯について概観することができる。 

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

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

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．宿題は授業で扱うそれぞれの章を授業前までに熟読し、配布されたディスカッション・クエスチョンを

意味する。 
２．期末レポートでは、英語学Iで学んだ英語史と英語学の諸分野についてまとめ、学んだ内容の英語教育へ
の具体的活用例を考え記述するものとする。レポートは、A4用紙にパソコンを使用し3000字程度でまとめ、

第13回の授業終了後に提出すること 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 
寺澤盾『英語の歴史―過去から未来への物語』中央公論新社。 

【参考書】 
中尾俊夫、他『図説 英語史入門』大修館書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 現代英語が成立した歴史的変遷について概観することができたか。 

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

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

○評定の方法 

グループ学習への参加度・貢献度  30％ 

課題・提出物           30％ 

試験(小テスト・口頭発表等)     40% 

12．受講生への 

メッセージ 

１．英語学の基礎を学習しますので学習したことは必ず確認し、疑問やわからないことはそのままにせず、

些細なことでも気軽に質問してください。 
２．宿題は授業時のペアやグループでの演習の題材となるため、必ず行なってください。 

３．辞書はどのようなものでも構わないので授業に持参してください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 

 

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

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

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

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

事前学習 
p.94-114 を読み、近代英語期以降の英語の多様性
についてノートに重要点と疑問点をまとめておく。 

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

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

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

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

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

事前学習 
p.68-188 を読み、差別撤廃運動から生まれた新語
についてノートにまとめておく。 

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

第１３回 
英語の未来について考える（終章：p.189-199）プ
レゼンテーション：英語教育における英語の歴史
の知見の意義を考え発表する。 

事前学習 
p.189-199を読み、英語の未来についてノートに重
要点と疑問点をまとめておく。 

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

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回～第７回の講義内容を基に、「英語の歴史：第１章～第３章のまとめ」を作成する。また、こ

れらの知見の英語教育への応用を考え(最終授業で発表する研究内容)、それも書き記して提出する。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度(約 1,000字以上) 

実施時期：第７回の授業後に実施する 

提出期限：第８回の授業開始までに提出する。 

事後学習：返却されたレポート、助言、意見交換を基に、学んだことをノートにまとめておき、最後の発表に活かす。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第８回～第１２回の講義内容を基に、「英語の歴史：第１章～愁傷までのまとめ」を作成するととも

に、最終授業で全員が発表した英語教育への応用について振り返り、英語の歴史の知見の意義を深めて最終レポートし

てまとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚程度(約 3,000字以上) 

実施時期：第１３回の授業後に実施する 

提出期限：授業終了１週間後までに担当教員へ提出する。 

事後学習：最終授業で発表共有した議論と、レポートのフィードバックを基にさらに学んだことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語学Ⅱ（英語の発音と音声） （2単位） 

３．科目番号 EDEN2307 

２．授業担当教員 志手 和行 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

英語音声学の入門書をテキストとし、英語教員を目指すものにとって必要不可欠な英語の発音や音声につ
いて基礎的な知識を身につけ英語学的知見を養う事を目標とする。具体的には、音声器官、母音や子音の分
類と発音の仕方、音の連結、アクセント、イントネーションについて学習し、実際に英語の発音を聞き取り、

自らも発音練習をする。受講生は、近い将来、教育現場で発音指導にあたる事を念頭に置き、自らの英語の
発音の矯正に努め、学習した事をどのように教育現場で活かせるか、考察することになる。  

８．学習目標 

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

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

力を向上させ、教師として相応しい手本を示せるようになることができる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1. 授業内容の理解を深めるために予習・復習としてテキスト内の問題（主にリスニング）を毎回課す。 
2. 理論的知識を更に応用することができるよう、長期休暇中の課題として発音と音読の演習問題を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
今井由美子 他著『英語音声学への扉－発音とリスニングを中心に【改訂版】』英宝社。 

【参考書】 
竹林滋・斎藤弘子『新装版 英語音声学入門』大修館書店。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

力を向上させ、教師として相応しい手本を示せるようになることができたか。 

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

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 30％ 

２ 小テスト及びレポート課題 総合点の 40％ 

３ 期末テスト 総合点の 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

英語音声学の基礎知識を身につけることで、英語の「聞く」「話す」力を養成しやすくなると考えられる。
授業中に扱える内容は限られており全てを説明することはできないので、授業外でも積極的に学習を進め
ていって欲しい。特に教科書付属の DVD＋CDを十分に活用してもらいたい。また、自分の好きな洋画や洋楽
を直接聞いて理解を試すことも良い練習になる。継続して学べるやり方を自ら見つけて発音における知識
技能を向上させよう。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 

発音記号の載っている英和辞書を準備し講義へ臨むこ
と。 

事後学習 テキストを概観して授業の流れをつかむ。 

第２回 母音について（1）前舌母音 
事前学習 

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

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

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

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

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

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

第５回 子音について（1）閉鎖音と鼻音 
事前学習 Unit 1 (p.16) を読み、子音について理解しておく。 

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

第６回 子音について（2）摩擦音 
事前学習 既習の発音記号を見て発音できるようにしておく。 

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

第７回 子音について（3）摩擦音と破擦音 
事前学習 既習の発音記号を見て発音できるようにしておく。 

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

第８回 音節と強勢 
事前学習 

Lesson 1&2 (p.32＆34) を読み、強勢について理解し
ておく。 

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



 

 

第９回 ポーズ、ピッチとイントネーション 
事前学習 

Lesson 3&4 (p.36＆38) を読み、ポーズ、ピッチとイン
トネーションについて理解しておく。 

事後学習 
ピッチとイントネーションをより正確に聞き取れるよ
う、付属 CDを通じて繰り返し練習する。 

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

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

第１１回 音のつながり（2）脱落 
事前学習 

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

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

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

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

第１３回 英語音声学に関する総括 
事前学習 

既習事項を整理して、不明瞭な点があれば質問の準備を
しておく。 

事後学習 既習事項の総復習をして試験に備える。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「Practice 4 二重母音 & Practice 5 /r/を含んだ二重母音」の全ての演習問題を実施する。 

レポート形式：問題形式に応じた演習用紙を配付するので、その用紙に解答を書く。 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：英語問題演習と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「子音について (4) 側音と半母音」 

実施時期：第 7回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：既習の発音記号を見て発音できるようにしておく。      

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語学演習Ⅰ（統語論） （2単位） 

３．科目番号 EDEN3304 

２．授業担当教員 志手 和行 

４．授業形態 講義 演習 ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 
1. 生成文法の基本的な考え方を学び、英語の文構造の理解を深め,基本的な文型からなる英文を分析し、図

式化出来るようになる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1. 言語構造の理解を深めるために樹形図作成の練習問題を学期中に毎回課す。  
2. 言語教育への応用を実現していくために、長期休暇中の課題として統語論のレポート（生成文法の知識

をどのように英語教育・学習に応用させるかについて1000～2000字以内で記述）を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

安部潤『問題を通して学ぶ生成文法』ひつじ書房。 
【参考書】 
中井悟・上田雅信(編) 『生成文法を学ぶ人のために』世界思想社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生成文法の基本的な考え方を学び、英語の文構造の理解を深め、基本的な文型からなる英文を分析し、

図式化できるようになったか。 

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

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 25％ 

２ 課題（レポート、問題演習等） 総合点の 20% 

３ 復習テスト 総合点の 25％ 

４ 期末テスト 総合点の 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

「生成文法」という文法の名称を聞いたのは初めてのことかもしれない。これまでに習ってきた文法とは
異質な内容を扱うことになるので最初は戸惑うかもしれない。しかし、学習者、そして教員としても生成文
法理論を通じて「ことば」への理解が深まっていくと考えられる。是非その基本的概念を理解し、言語に対

する多角的な視点を養ってもらいたい。そのためにも授業内外で遠慮なく質問をして疑問を解決しよう。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 第 1章 文法とは？ 

事前学習 テキスト第 1章を読んで、文法について概要を理解する。 

事後学習 
今までとは異なる文法観に触れることで、伝統文法を見

直してみる。 

第３回 第 2章 統語構造とは？ 
事前学習 

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

事後学習 様々な英文を統語構造に基づき解釈し直してみる。 

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

事前学習 句構造規則と伝統文法を比較してみる。 

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習

を行う。 

第５回 
句構造規則を用いての樹形図作成演習（2）
助動詞と小節 

事前学習 句構造規則と伝統文法を比較してみる。 

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習

を行う。 

第６回 
発音されない代名詞 PRO（1） 
基本概念 

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

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習

を行う。 

第７回 
発音されない代名詞 PRO（2） 
主動詞の役割 

事前学習 句構造規則と伝統文法を比較してみる。 

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習

を行う。 

第８回 構造的同音異義 

事前学習 句構造規則と伝統文法を比較してみる。 

事後学習 
句構造規則を用いて様々な英文を樹形図で表現する演習

を行う。 

第９回 
第 3章 変形規則とは？（1） 
深層構造と表層構造 

事前学習 
構造化できる英文とできない英文とは何が違うのか考え
てみる。 

事後学習 変形規則を既習の樹形図に当てはめて考えてみる。 



 

 

第１０回 
第 3章 変形規則とは？（2） 
疑問文・否定文のしくみ 

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

事後学習 変形規則を既習の樹形図に当てはめて考えてみる。 

第１１回 変形規則の説明力と順序づけ 
事前学習 

第 3章(pp.53-64) を読んで、変形規則の説明力について
の概要を理解する。 

事後学習 変形規則を既習の樹形図に当てはめて考えてみる。 

第１２回 受動変形規則と主語繰り上げ規則 
事前学習 

第 3章(pp.65-71) を読んで、受動変形規則と主語繰上げ
規則についての概要を理解する。 

事後学習 変形規則を既習の樹形図に当てはめて考えてみる。 

第１３回 統語論に関する総括 
事前学習 既習事項について疑問点があれば質問を準備しておく。 

事後学習 既習事項を総復習して、試験に備える。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「伝統文法と生成文法の違い」について講義での既習事項に基づきレポートを作成しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「統語構造のまとめ」 

実施時期：第 9回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：統語構造化についての疑問点があれば質問を準備しておく。      

事後学習：生成文法の構造化を通じて英文を多角的に見る習慣を定着させる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
英語科指導法Ⅰ （4単位） 

３．科目番号 
EDEN3341 

EDEN2341 
２．授業担当教員 志手 和行 

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

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

英語教育の理論と実践の両側面をバランス良く学びながら、中学校及び高等学校の英語の教員免許状の取
得を希望する者にとって必要不可欠な外国語（英語）の学習・指導に関する基礎知識を身につけることを目

標とする。具体的には、世界の言語、言語の習得、第二言語習得論、学習指導要領、評価とテストなどにつ
いて学ぶ。実践的な側面としては、聞く、話す、読む、書くといった 4技能に焦点を当てた指導技術を学び、
より良い授業を展開するために必要な事柄を考察し、学習していく。 

８．学習目標 

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

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

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

4. 言語テストと評価に関する理解を深め、学習者のニーズ・英語力・授業の効果を把握し、学習指導に生

かす土台を形成することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 授業内容の理解を深めるために予習・復習としてテキスト内の指定した範囲を読んでもらう。 

2. 文法の指導力向上のため、学期中に文法解説演習を数回課す。 

3. 英語を英語で授業できるようにすることがこれから益々求められるため、そのための英語力向上を目指

した課題（スピーチや音読等）を課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

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

村野井仁・渡部良典・尾関直子・冨田祐一『統合的英語科教育法』成美堂。 
【参考資料】 
文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 
文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

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

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

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

2. 課題（英語実技、レポート等） 総合点の 30％ 

3. 復習テスト 総合点の 20％ 

4. 期末テスト 総合点の 30% 

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

12．受講生への 

メッセージ 

英語の学習者から指導者へとなるための橋渡しとなる大事な授業なので、予習・復習を常にしっかりする

よう心掛けてもらいたい。英語学習者としての今までの経験を振り返りながら、学習者からと指導者からの

双方の視点で捉えられるように目指そう。また、積極的に英検や TOEICの資格試験に挑戦し、英語力の向上

を常に意識してもらいたい。これからは中学校でも英語で授業を行うことが求められる。「使える英語」の

習得を更に目指す意味でも英語コミュニケーションの練習に更に力を入れて欲しい。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 

英語教員の資質について自分なりに熟慮して授業に臨
むこと。 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 英語科授業の DVD視聴 

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

事後学習 
観察した授業を見て学んだことを自分のことばで文章

にしてまとめる。 

第３回 
第１章 世界の中の英語（1） 
世界の言語と英語 

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

事後学習 
現代社会における英語の位置付けを鑑みて、どのよう

に教えるべきか自分なりに考えを発展させていく。 

第４回 
第１章 世界の中の英語（2） 
英語の多様性と日本の英語教育 

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

事後学習 自分が教員になった場合にどのように英語を教えるべ



 

 

きなのか考えを更に発展させる。 

第５回 小学校外国語活動の DVD視聴 
事前学習 

小学校外国語活動についての情報を収集して、概要を
つかむ。 

事後学習 観察した授業から学んだことを整理する。 

第６回 第 12章 小学校英語 

事前学習 
第 12章を読んで、自身が小学生の頃に英語をどのよう
に学んだか振り返っておく。 

事後学習 
小学校での英語指導に向けて何をすべきか自分で計画

立てる。 

第７回 
第２章 第二言語習得（1） 
習得のしくみ 

事前学習 
第 2 章を読んで、外国語の習得プロセスについて自分

の学習と重ね合わせて考えてみる。 

事後学習 習得プロセスについて整理していく。 

第８回 
第２章 第二言語習得（2） 
コミュニケーション能力 

事前学習 
テキストに基づきコミュニケーション能力について考

えを深める。 

事後学習 
外国語を指導する立場としてどのようなことに気をつ

けるべきか自分で考えを発展させていく。 

第９回 
第３章 外国語教授法（1） 
主要教授法 

事前学習 第 3章を読んで、主要な外国語教授法について知る。 

事後学習 各教授法の長所・短所を整理する。 

第１０回 
第３章 外国語教授法（2） 
折衷的教授 

事前学習 各教授法をどのように活用すべきかについて考える。 

事後学習 教える立場で、教授法の活用案を発展させていく。 

第１１回 
第４章 学習者（1） 

学習者要因 

事前学習 第４章を読んで、学習者要因について概要を理解する。 

事後学習 自分の学習経験を省みて既習事項を捉える。 

第１２回 
第４章 学習者（2） 

動機付けと学習ストラテジー 

事前学習 効果的な学習方法について考える。 

事後学習 
教える立場と学ぶ立場の双方から学習者要因について

考えを深める。 

第１３回 
第５章 学習指導要領（1） 
歴史的変遷 

事前学習 

小・中・高等学校の学習指導要領と第５章を読んで、小・

中・高等学校の各校種で英語がどのように指導される

べきかについて理解する。 

事後学習 学習指導要領で求められる事項について整理する。 

第１４回 
第５章 学習指導要領（2） 
改訂内容 

事前学習 
新学習指導要領と旧学習指導要領を比較し、新たに求

められる指導とはどのようなものか読み取る。 

事後学習 
学習指導要領で求められていることを教える際にどの

ように反映させるか自分なりに考えを発展させる。 

第１５回 
第６章 言語要素の指導（1） 
英語の母音と子音 

事前学習 
第６章 (pp.79-89) を読んで、発音指導について概要

を理解する。 

事後学習 母音・子音の発音練習をする。 

第１６回 
第６章 言語要素の指導（2） 

英語の音声変化 

事前学習 単語の発音記号を見て、発音できるように目指す。 

事後学習 単語を正しく発音できるよう練習する。 

第１７回 
第６章 言語要素の指導（3） 

英語のプロソディー 

事前学習 
単語の発音記号を見て、正しく発音できるよう練習す

る。 

事後学習 プロソディーについて整理して、発音練習をする。 

第１８回 
第６章 言語要素の指導（5） 

語彙指導と文法指導 

事前学習 
第６章 (pp.89-101) を読んで、語彙指導と文法指導の

概要を理解する。 

事後学習 語彙と文法の指導についての大事な要素整理する。 

第１９回 
第７章 ４技能の活動（1） 

リスニング・スピーキングのプロセス 

事前学習 
第７章 (pp.103-118) を読んで、リスニングとスピー

キングの指導法の概要について理解する。 

事後学習 
指導方法とこれまでの自分の学習方法とを比較してみ
る。 

第２０回 
第７章 ４技能の活動（2） 

リスニング・スピーキングの指導例 

事前学習 自分が中・高等学校で学んだ方法と比較してみる。 

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

第２１回 
第７章 ４技能の活動（3） 

リーディング・ライティングのプロセス 

事前学習 
第７章 (pp.118-130) を読んで、リーディングとライ

ティングの指導法の概要について理解する。 

事後学習 指導方法と自分の学習方法とを比較してみる。 

第２２回 
第 10章 テストと評価（1） 

テストの目的と種類 

事前学習 
第 10章を読んで、テストと評価についての概要を理解

する。 

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

第２３回 
第 10章 テストと評価（2） 

テストの３大要素と波及効果 

事前学習 評価の重要性を改めて認識する。 

事後学習 
日本で受験可能な言語テストについての情報を得て見
聞を深める。 

第２４回 
第 10章 テストと評価（3） 

到達度テストのあり方 

事前学習 
第 10章を再度読んで、到達度テストについて更に深く

理解する。 

事後学習 
教える立場になって、どのような評価をすべきか考え
を発展させる。 

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

く。 



 

 

事後学習 目指すべき教員像を明確に持てるように志す。 

第２６回 英語科教育に関する総括 
事前学習 

テキスト全体で学んだことについて不明瞭な所があれ

ば質問を準備しておく。 

事後学習 既習事項について総まとめをして、試験に備える。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「日本の英語科教育で用いられている代表的な教授法とその長所・短所」について既習事項を基にレ

ポートを作成しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 14回の授業後に実施する。 

提出期限：第 16回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 18回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「英語と日本語の発音における相違点と英語発音指導の留意点」について既習事項を基にレポートを

作成しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 18回の授業後に実施する。 

提出期限：第 19回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 22回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

３ 

課題研究テーマ：「リーディング・ライティングの学習経験と効果的な学習方法」について自身の中学または高等学校

の授業経験を基にレポートを作成しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 22回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

４ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「４技能の活動 & テストと評価のまとめ」 

実施時期：第 24回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：第 6、7、10章を読み、疑問点等についてノートに書き込んでおく。      

事後学習：同章を復習し、コミュニケーション活動の実践とその評価との関係について重要点を整理する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
英語基礎演習Ⅰ（文法・読解） （2単位） 

３．科目番号 EDEN1301 

２．授業担当教員 志手 和行 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

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

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

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

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

識の増強を図っていく。 

８．学習目標 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

2. 文法知識の理解を更に深めるために、長期休暇中の課題として英文法の問題演習を課す。 

3. テキスト内だけでなく語彙知識増強のための課題も適宜課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

Robert Hickling・Misato Usukura 著『English Switch ストーリーで学ぶ大学基礎英語と TOEIC○R テスト

頻出語彙』金星堂、2016 年。 

【参考書】 

各自英和辞書を持参すること。詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準(学習目標) 

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

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

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

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 授業ごとの課題（復習課題・小レポート・小試験・等） 総合点の 30％ 

３ 期末試験 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

英文法は「聞く」「読む」「話す」「書く」の四技能を習得する際に不可欠な知識である。今まで習ってきた

ことを活かせるように英文法の様々な捉え方を取り扱うので、テキストの予習・復習を習慣付けるようにし

てもらいたい。また、教科書の音声教材はダウンロード可能であるため、授業外での活用を強く勧める。積

極的な学習を期待し、努力した者が報われるような評価をするのでしっかりと学習に励んで欲しい。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 

これまでの英語学習を振り返り、授業に臨む

こと。 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 
Unit 1 – Jobs & Careers  

（現在時制） 

事前学習 
Pre-Unit (pp.10-11) の演習問題に取り組

み、英語の品詞と語順について押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 

第３回 
Unit 2 – Entertainment.  

（可算名詞／不可算名詞） 

事前学習 

Grammar Input & Output (p.20) を読んで

演習問題に取り組み、名詞についてポイント

を押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 

第４回 
Unit 3 – Work Schedule.  

（前置詞） 

事前学習 

Grammar Input & Output (p.26) を読んで

演習問題に取り組み、前置詞についてポイン

トを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 

第５回 
Unit 4 – Health & Fitness. 

（過去時制） 

事前学習 

Grammar Input & Output (p.32) を読んで

演習問題に取り組み、過去時制についてポイ

ントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 



 

 

 

第６回 
Unit 7 – Recruitment. 

（現在完了） 

事前学習 

Grammar Input & Output (p.50) を読んで

演習問題に取り組み、現在完了についてポイ

ントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 

第７回 
Unit 8 – Customer Needs 

（接続詞） 

事前学習 

Grammar Input & Output (p.56) を読んで

演習問題に取り組み、接続詞についてポイン

トを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 

第８回 
Unit 10 – Advertising 

（比較） 

事前学習 

Grammar Input & Output (p.68) を読んで

演習問題に取り組み、比較についてポイント

を押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 

第９回 
Unit 11 – Factory Tour 

（受動態） 

事前学習 

Grammar Input & Output (p.74) を読んで

演習問題に取り組み、受動態についてポイン

トを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 

第１０回 
Unit 12 – Money Matters 

（動名詞／不定詞） 

事前学習 

Grammar Input & Output (p.80) を読んで

演習問題に取り組み、動名詞と不定詞につい

てポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 

第１１回 
Unit 13 – Leisure  

（助動詞） 

事前学習 

Grammar Input & Output (p.86) を読んで

演習問題に取り組み、助動詞についてポイン

トを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 

第１２回 
Unit 14 – Environment  

（分詞）   

事前学習 

Grammar Input & Output (p.92) を読んで

演習問題に取り組み、分詞についてポイント

を押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に

取り組み、既習事項を定着させる。 

第１３回 
Unit 15 – Business Tie-Up 

（関係詞節）   ＆ 総括 

事前学習 

Grammar Input & Output (p.98) を読んで

演習問題に取り組み、関係詞節についてポイ

ントを押さえる。 

事後学習 総復習を行い、試験に備える。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「Unit 5 Shopping (進行形) & Unit 6 Business Meeting (代名詞)」の全ての演習問題を実施する。 

レポート形式：問題形式に応じた演習用紙を配付するので、その用紙に英語で解答を書く。 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：英語問題演習と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「Unit 9 Business Trip (will/be going to)」の全ての演習問題を実施する。 

レポート形式：問題形式に応じた演習用紙を配付するので、その用紙に英語で解答を書く。 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：英語問題演習と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
英語基礎演習Ⅲ（文法・作文） （2単位） 

３．科目番号 EDEN2301 

２．授業担当教員 志手 和行 

４．授業形態 講義、演習、 ペア・グループ活動 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

本講座の目標は、中学校及び高等学校における外国語科の授業に資する英語学的知見を身につけることにあ
る。特に本講座では英語基礎演習II(文法・読解)で学んだことを踏まえ、英語の文法に焦点を置き、英文法事
項を整理・確認し、英作文の指導ができる英語学的知見を養う。この目的のため、英文法の基礎的な事項を

復習し確認しながら英文を書く基礎を身につける。また、各課の重要事項を踏まえたうえで自ら相手に伝え
たいことを英語で「書く」訓練も合わせて積んでいく。以上の訓練を通し英語学的知見である文法理解を深
めていく。 

８．学習目標 

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

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

3．英作文の指導上の課題を考察することで文法的理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

2. 「書く」ことを通じた表現能力を磨くため、夏期休暇中の課題としてライティングの問題演習を課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

船田秀佳・J.D.エリクソン著『Fundamentals of English Composition through Living Grammar – 文法か

ら入る英作文基礎演習』英宝社、2012 年。 

【参考書】 
川崎芳人・久保田廣美『総合英語 Evergreen』いいずな書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

知見を養えたか。 

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

3．英作文の指導上の課題を考察することで文法的理解を深める。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 20％ 

２ 課題（ライティング、レポート等） 総合点の 20％ 

３ 小テスト 総合点の 25％ 

４ 期末テスト 総合点の 35％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

四技能のうち「書く」力をつけることは他の三技能と比べてかなりの困難さを伴う。特に「正確さ」が文

法と語彙の両面において求められ、それを身につけることは一朝一夕にはいかない。対策としては、自分が

使いたい英語表現をノートに書き留めて表現集を作成するという勉強法がある。また、日記等を通じて日頃

から英語を書く習慣を形成し、間違いと訂正を繰り返しながら力をつけてみることも勧めたい。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 自分のライティング力について振り返り授業に臨むこと。 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 
Unit１ 基本文型 (I) 

Unit 2 基本文型 (II) 

事前学習 
テキスト Unit 1＆2 (pp. 3-4＆9-10) を読み、演習問題を通

じて文型のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第３回 Unit 3 主語の明示化／命令文 

事前学習 
Unit 3 (pp. 14-15) を読み、演習問題を通じて主語の明示

化のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第４回 Unit 4 名詞／冠詞 

事前学習 
Unit 4 (pp. 19-20) を読み、演習問題を通じて名詞のポイ

ントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第５回 Unit 5 助動詞 

事前学習 
Unit 5 (pp. 24-25) を読み、演習問題を通じて助動詞のポ

イントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第６回 Unit 7 比較 

事前学習 
Unit 7 (pp. 34-35) を読み、演習問題を通じて比較のポイ

ントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第７回 Unit 8 進行形／未来形 事前学習 
Unit 8 (pp. 39-40) を読み、演習問題を通じて進行形と未

来形のポイントを押さえる。 



 

 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第８回 Unit 9 完了形 

事前学習 
Unit 9 (pp. 44-45) を読み、演習問題を通じて完了形のポ

イントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第９回 Unit 11 受動態／”It”構文 

事前学習 
Unit 11 (pp. 54-55) を読み、演習問題を通じて受動態のポ

イントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第１０回 Unit 12 接続詞 (I) 

事前学習 
Unit 12 (pp. 59-60) を読み、演習問題を通じて接続詞（情

報付加と時間等）のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第１１回 Unit 13 接続詞 (II) 

事前学習 
Unit 13 (pp. 64-65) を読み、演習問題を通じて接続詞（理

由、譲歩等）のポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第１２回 Unit 14 関係代名詞／関係副詞 

事前学習 
Unit 14 (pp. 69-70) を読み、演習問題を通じて関係詞節の

ポイントを押さえる。 

事後学習 
同 Unit 内の演習問題の復習と残りの問題に取り組み、既

習事項を定着させる。 

第１３回 Unit 15 仮定法 & 総括 
事前学習 

Unit 15 (pp. 74-75) を読み、演習問題を通じて仮定法のポ

イントを押さえる。 

事後学習 総復習を行い、試験に備える。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「Unit 6 疑問文」の全ての演習問題を実施する。（設題 Dと Eは日本語から英語にする。） 

レポート形式：Aから Eまでの問題形式に応じた演習用紙を配付するので、その用紙に英語を書く。 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：問題演習による英語ライティングと添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「Unit 10 不定詞／動名詞」の全ての演習問題を実施する。（設題 Dと Eは日本語から英語にする。） 

レポート形式：Aから Eまでの問題形式に応じた演習用紙を配付するので、その用紙に英語を書く。 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：問題演習による英語ライティングと添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1311 

２．授業担当教員 日下 洋右 

４．授業形態 講義 演習 グループディスカッション  ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
英語基礎演習を履修すること。 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

1：学習辞典を適切に引くことができるようになる。 

2：多種多様な英語表現に親しみ、読解できるようになる。 

3：長文の英語テキストを、忍耐強く読み続けることができるようになる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．自己の基礎学力を確認するために、英語の実力テストを実施する。 

２．英語の長文を理解するために習熟していなければならない特殊構文(倒置構文、強調構文、省略構文な

ど)の練習問題を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

吉沢 貞編注『オリバー・ツイスト』松柏社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1：学習辞典を適切に引くことができるようになったか。 

2：多種多様な英語表現に親しみ、読解できるようになったか。 

3：長文の英語テキストを、忍耐強く読み続けることができるようになったか。 

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

○評定の方法 

期末テスト：50% 

小テスト・課題等：25% 

受講態度・その他：25% 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は、英語の読解力の養成を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を順守すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

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

すること。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された場合には、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

  

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的や目標を明確にする。 

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

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

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

た場合には、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

実力テスト、特殊構文問題練習、 

ディケンズと英文学史概論 
Oliver Twist, p. 1. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第２回 Oliver Twist, pp. 2-3. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第３回 Oliver Twist, pp.4-7. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第４回 Oliver Twist, pp. 10-13. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第５回 
Oliver Twist, pp. 14. 読解練習、小テスト、

ディスカッション、 

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

事後学習 誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の



 

 

ディケンズとビクトリア朝時代の文学 構文と意味内容の理解を深める。 

第６回 Oliver Twist, pp. 15-17. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第７回 Oliver Twist, pp. 18-20. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第８回 Oliver Twist, pp. 25-27. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第９回 

Oliver Twist, p. 28. 読解練習、小テスト、

ディスカッション、 

ディケンズとピカレスク小説 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第１０回 Oliver Twist, pp.29-32. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第１１回 Oliver Twist, pp. 33-34. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第１２回 Oliver Twist, pp. 35-36.  読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認して、英文の

構文と意味内容の理解を深める。 

第１３回 
Oliver Twist に関するディスカッション及び
まとめ 

事前学習 前回まで読解練習した物語全体の概要を把握する。 

事後学習 各自物語の人物像から自己の生き方を考えてみる。 

課題研究

１ 

課題テーマ：第１回～第３回のテキストの内容を考慮に入れて、pp.8-9 を日本語訳しなさい。 

書式：各行１行ずつあけて、手書きまたはパソコンで打ってもよい。 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。添削後返却して、第６回と第７回の授業中に解答と構文の説明、質疑応答

を行う。 

事後学習：間違った箇所や誤解した箇所を確認し、内容の理解を深める。 

課題研究

２ 

課題テーマ：第１回～第７回のテキストの内容を考慮に入れて、pp.21-24 を日本語訳しなさい。 

書式：各行１行ずつあけて、手書きまたはパソコンで打ってもよい。 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。添削後返却して、第１０回と第１１回の授業中に解答と構文の説明、質疑

応答を行う。 

事後学習：間違った箇所や誤解した箇所を確認し、内容の理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅳ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2311 

２．授業担当教員 日下 洋右 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「英語講読Ⅰ」、「英語講読Ⅱ」、「英語講読Ⅲ」を履修していること。 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

1：英米文学作品における英語表現を精読することができる。 

2：英文法・構文の知識を確実に修得し、長文を読み通すことができる。 

3：英米文学作品の歴史的・文化的な背景を知悉し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．自己の基礎学力を確認するために、英語の実力テストを実施する。 

２．英語の長文を理解するために習熟しておかなければならない特殊構文（倒置構文、強調構文、省略構文

など）の練習問題を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

ダール著、西田実編註解『少年』成美堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1：英米文学作品における英語表現を精読することができたか。 

2：英文法・構文の知識を確実に修得し、長文を読み通すことができたか。 

3：英米文学作品の歴史的・文化的な背景を知悉し、説明することができたか。 

○評定の方法 

期末テスト：50% 

小テスト・課題等：25% 

受講態度・その他：25% 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は、英語の読解力の養成を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を順守すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

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

すること。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された場合には、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

  

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的や目標を明確にする。 

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

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

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

た場合には、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第２回 “First Day,”pp.10-11. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第３回 “Writing Home,”pp.14-15. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第４回 “Writing Home,”pp. 16-17.  読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第５回 

“Writing Home,”pp. 18-19. 読解練習、

小テスト、ディスカッション、 

R・ダールとイギリス文学概論 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第６回 “The Matron,”pp. 20-21. 読解練習 
事前学習 

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

事後学習 誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文



 

 

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第７回 “The Matron,”pp. 24-25. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第８回 “The Matron,”pp. 26-27. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第９回 

“The Matron,”pp.28-29. 読解練習、小

テスト、ディスカッション、 

R・ダールと児童文学概論 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１０回 “Homesickness,”pp. 30-31. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１１回 “Homesickness,”pp. 32-33. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１２回 “Homesickness,”pp.34-35. 読解練習 

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

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、英文

の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１３回 
“Homesickness.”pp.36-37. 読解練習 デ

ィスカッション及びまとめ 

事前学習 前回まで読解練習した物語全体の内容を把握すること。 

事後学習 各自物語の人物像から自己の生き方を考えてみること。 

課題研究

１ 

課題テーマ：第１回と第２回のテキストの内容を考慮に入れて、pp.12-13 を日本語訳しなさい。 

書式：各行１行ずつあけて、手書きまたはパソコンで打ってもよい。 

実施時期：第２回の授業後に実施する。 

提出期限：第４回の授業開始時に提出する。添削後返却して、第５回と第６回の授業中に解答と構文の説明、質疑応答

を行う。 

事後学習：間違った箇所や誤解した箇所を確認し、内容の理解を深める。 

課題研究

２ 

課題テーマ：第１回～第６回のテキストの内容を考慮に入れて、pp.22-23 を日本語訳しなさい。 

書式：各行１行ずつあけて、手書きまたはパソコンで打ってもよい。 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第８回の授業開始時に提出する。添削後返却して、第９回と第１０回の授業中に解答と構文の説明、質疑応

答を行う。 

事後学習：間違った箇所や誤解した箇所を確認し、内容の理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
英語コミュニケーションⅠ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1321 

２．授業担当教員 田村 エレナ 

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

Presentation, and Discussions 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

Homework and drills. 

1. Students will be given assignments to be completed at home. 

2. Students are reguired to participate in pronunciation , vocabulary and grammar drills. 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

田中正道『実践英語コミュニケーションの技法- Functional English for Communication -』英宝社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

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

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

○評定の方法 

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

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

This course will prepare you for international communication 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 Introduction to the course  
事前学習 The importance of learning English 

事後学習 The importance of speaking English 

第２回 Identifying Unit1 
事前学習 Think of words you need to identify 

事後学習 Do the exercises on pages 3,5 

第３回 Reporting Unit2 
事前学習 Read the conversations on pages 6,8 

事後学習 Do the exercises on pages 7,9 

第４回 Correcting Unit3 
事前学習 Read all the conversations in this unit3. 

事後学習 
Make new sentences  using the words and phrases 
from Unit3 

第５回 Agreeing/disagreeing Unit4 
事前学習 Read the conversations on pages 14,16 

事後学習 Make new sentences using the words and phrases 

第６回 Expressing degrees of certainty Unit6 
事前学習 Read the conversations on pages 22,24 

事後学習 Do the exercises in Unit6(p.23) 

第 7 回 
it7Expressing that something is or not 
permitted 
Un 

事前学習 Read the conversations pages 26,28 

事後学習 Do the exercises in Unit7 

第８回 Offering assistance Unit8       
事前学習 Read the conversations pages 30,32 

事後学習 
Make new sentences using the new words and 
phrases 

第９回 Expressing wants and desires Unit9            
事前学習 Read the conversations pages 34,36 

事後学習 Write new sentences using key sentences 

第１０回 Expressing preferences Unit10               
事前学習 Read the conversations on pages 38,40 

事後学習 
Write new sentences using the new words and 
phrases 

第１１回 Expressing please/happiness Unit11 
事前学習 Read the conversations on pages 42,44 

事後学習 Write new sentences using words and phrases 

第１２回 
Expressing displeasure and unhappiness 
Unit12 

事前学習 Read the conversations on pages 46,48 

事後学習 Do all the exercises in Unit12 

第１３回 
Oral test 
Answer the questions prepared to this test , 
from all the Unit1 to 12 

事前学習 
Repeat all we did in class recapitulation of key 
words , key sentences and grammar from Unit 1 
to 12 

事後学習 Repeat all we did in class 



 

 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：Expressing degrees of probability Unit5 

実施時期授業内で周知する。 

事前学習： Read the conversations on pages 18,20 

事後学習： Do the exercises on pages 19,21   

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容： Summary  Repeat all we did in Unit1 to 6 

      Oral test         

実施時期授業内で周知する。 

事前学習： Repeat at home all we did together                    

事後学習： Read all the material done in class                               

期末試験(Final exam) 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
英語コミュニケーションⅢ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2321 

２．授業担当教員 別府 結起 

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

Presentation and Discussion. 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第３の授業である。英語コミュニケ 

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

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

活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならな

い。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背
景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立す

ることから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語イン

プットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けてい
く。 

８．学習目標 

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

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

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

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

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

Impact Listening 1: Second Edition 

     Ellen Kisslinger  Todd Beuckens Series Editor: Michael Rost、 

     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

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

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

○評定の方法 

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

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction of the class: 様々なジャンルや話題の
英語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する 
Unit 1 Greetings: How’s it going? Part 1 

事前学習 Read Through Unit 1. Check all the words. 

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 1. Prepare 
for Show and Tell. 

第２回 
Warm Up Interaction: 教科書の英語を読んで目的に応
じて情報や考えを理解する 
Unit 1 Greetings: How’s it going? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 1. Check new 
words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 1. Review  

第３回 

Warm Up Interaction 
Unit 2 Home: It’s a great place. Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する 

事前学習 Read Through Unit 2. Check all the words. 

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 2. Check new 
words. 

第４回 
Warm Up Interaction 
Unit 2 Home: It’s a great place. Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 2. Check all 
the words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 2.  

第５回 
Warm Up Interaction 
Unit 3 Clothing: That looks good on you! Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 3. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 3. Prepare 
for Story to Share. Prepare for the Quiz 
1. 

第６回 

Warm Up Interaction 

Unit 3 Clothing: That looks good on you! Part 2 
Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、場

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 1, 2, and 3. 
Prepare for the Quiz 1. 

事後学習 Check all the answers of Quiz 1. 



 

 

所、状況について英語で書く 

第７回 
Warm Up Interaction 
Unit 4 Nationalities: Where are you from? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 4. Check new 
words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 4. 

第８回 
Warm Up Interaction 
Unit 5 People: Do you know who that is? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 5. Check new 
words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 5.  

第９回 
Unit 5 People: Do you know who that is? Part 2 
Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to Self-Study CD 4 and 5.  
Prepare for the Quiz 2. 

事後学習 Check all the answers of Quiz 2. 

第１０回 
Unit 6 Family: What a nice family!  
Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 6. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 6. Prepare 
for the presentation. 

第１１回 
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、
場所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 6 Family: What a nice family! Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 6. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 6. Prepare 
for the presentation. 

第１２回 
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、
場所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 7 Directions: How do I get there? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 7. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 7. Prepare 
for the presentation. 

第１３回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活

動を行う 

Over All Review of the Classes 

Quiz 3 

事前学習 
Read through Unit 6, 7 and 8. Prepare for 
the Quiz 3. 

事後学習 Review all the answers of Quiz 3. 

課題研究

１ 

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

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

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

課題研究

２ 

Assignment: Please write the answer for the question; “Do you like English?” Tell me the reasons why you 

like/dislike English. Write in A4, only 1 paper in English. The paper will be revised and returned to you before the 

last class. B: Check the words you need to use in your paper. A: Review what you learned through the lessens you 

had for communication III class. 
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１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅤ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3321 

２．授業担当教員 田村 エレナ 

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

Presentation and Discussions 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第５の授業である。英語コミュニケ
ーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。

基本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーショ
ン活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはな
らない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化

的背景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて
成立することから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言
語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に

付けていく。 

８．学習目標 

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

3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 
4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 
5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 

6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

8. 自信を持って、英語で交流しようとすることができる。 

9. 社会言語学的知識を活かした英語交流ができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポー
ト課題 

Homework and lots of drills 
Every week you will have to do homework based on what you learn in each Unit . 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】八木克正／Richard Hodson／井上亜依／Sebastian Fuller 著 
『Express Yourself in English : A Fresh Start to Your College Life 

-英語で自己表現―大学英語のフレッシュスタート TOEIC 予想問題付き-』英宝社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

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

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

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

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

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

８. 自信を持って、英語で交流することができる。 

９. 社会言語学的知識を活かした英語交流ができる。 

○評定の方法 

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

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

Lots of exercises to improve your capability of understanding and speaking in English 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間（本館 1 階 非常勤講師室） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 Introduction to the course 
事前学習 Think of the importance of learning English 

事後学習 Think of the importance of speaking in English 

第２回 Looking ahead Unit0 
事前学習 Listening and Reading 

事後学習 Practice the conversations Unit0 

第３回 Orientation and getting to class Unit1 
事前学習 Listen and read Unit0 

事後学習 Do all the exercises(p.20,23) 

第４回 In the classroom Unit2 Dialogues 
事前学習 Read the conversations and practice(p.18,21,22) 

事後学習 Do all the exercises Review grammar(p.19) 

第５回 In the classroom Unit2 Reading Practice 
事前学習 Listen and read. Answer questions on the topic.  

事後学習 Short test 

第６回 In the cafeteria Unit3 
事前学習 Read the conversations  p.31 

事後学習 Do the exercises  p.35,36 

第 7 回 
On the way to school Unit4 Dialogues 
It aims to improve your English speaking 
ability 

事前学習 Read the conversations  p.37,39 

事後学習 
Speaking activities. Role play based on the 
conversations. 

第 8 回 Getting to know each other Unit5 
事前学習 

Free talk on friends, Read the conversations 
p.43,45 

事後学習 Role play 

第 9 回 Working part-time Unit6 Dialogues 
事前学習 Read the conversations  p.50,52 

事後学習 Do the exercises  p.54,55 

第 10 回 Working part-time Unit6 Reading Practice 
事前学習 Write about your part-time job 

事後学習 Role play based on conversations we did in class 

第 11 回 Review of all the units  事前学習 Write about what movie you like 



 

 

Reading and listening activities  事後学習 Read all the conversations Unit0 to 6 

第 12 回 Review (Unit0~6) 
事前学習 We do all the review in class 

事後学習 Review(Unit0~6) 

第 13 回 Oral communication check 
事前学習 

Test listening How well do you understand when 
you listen to somebody to talking English 

事後学習 
Test speaking How well can you express yourself in 
English 

課題研究

１ 

Write a presentation on your favorite food on the menu of the cafeteria. It must be written on A4 sheet of paper 

and in English. 

1.Timing (Period) of implementation：Section6 

2.Due date：Before Section7. Submit by email. 

3.Post learning：Write your comment. 

課題研究

２ 

Write a presentation on different kinds of transportation in Japan. Also look for different kinds of transportation 

in other countries. 

1.Timing (Period) of implementation：Section10 

2.Due date：Before Section11. Submit by email. 

3.Post learning：Write your comment. 

期末試験(Final exam) 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　教育リサーチ講師として英会話を教えていた知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 衛生学 （2単位） 

３．科目番号 EDHE2311 

２．授業担当教員 鈴木 路子・山本 静雄・神宮 直人 

４．授業形態 講義を中心に、演習、実習等を導入する。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
生理学・解剖学を既習していること。免疫学・薬理学等・病原微生物学等、関連分野を履修すること。 

７．講義概要 

健康問題に関する衛生学及び公衆衛生学諸領域の基礎的事項について理解するともに，それらが健康に如

何なる影響を及ぼすかを考え，併せて，子供のときからよい環境衛生条件を維持することが重要であること

を認識することを主なねらいとして，人間生活における身近な問題としての環境衛生を理解する。 

よりよく「生きること」を「衛（護衛する）学問」衛生学は、①生きるための資源、②生きる場（生活の場）、

③生きる様式（生活習慣）が、人類の存続、生活生存に影響することに視点を当てている。空気・水・光・

土壌・植生・食品、住居・被服・学校・職場等の環境衛生学を核にして、人間生態系にまで視点を広げ、学

校教育や就学前教育を支える保育士・養護教諭・保健科教師の専門性の基礎基盤を修得することを目的とす

る。 

８．学習目標 

１ 人間の生きる力は、環境との相互作用の中で培われていくことを、環境適応能力の発達の視点から理解

し、応用することが出来る。 

２ 環境の捉え方を包括することが出来る。 

３ 衛生学の目的とその意義、歴史的変遷と現代的課題について理解する。 

４ 空気、水、光、温熱・気象、食品、土壌、衛生害虫等、人の生活生存に関わる環境の要因を理解し、各種

環境基準について実測する。 

５ 学校衛生、産業衛生、住居衛生等、生存の場の各種衛生学の具体的内容・基準・法律等の理解とその体系

を構築する。 

６ 人間―環境系（主体環境系）について理解し、日常生活に活かすことが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント（宿題）】：原稿用紙５枚以内。提出日は、授業時に指定する。 

１．学校環境衛生の基準について説明できると共に測定技術を習得する。 

２．気象因子と人間の心身状態との関連を説明せよ。 

３．建築基準法と建築物衛生管理基準について検討せよ。 

４．各種職場環境の環境衛生の実態と労働者への健康影響について課題を発見し、解決の方法を模索せよ。 

５．環境衛生から環境保健、主体―環境系へ、細胞・組織・器官のレベルから環境との関わりを検討せよ。 

【レポート課題】：最終授業時に提出する。 

１．人間―環境系について、環境衛生学の立場から論述せよ。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

鈴木路子著『人間環境教育学』建帛社、2017年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 人間の生きる力は環境との相互作用の中で培われていくことを、環境適応能力の発達の視点から理解

できるか。 

２ 環境の捉え方を理解できるか。 

３ 衛生学の目的とその意義、歴史的変遷と現代的課題について理解できるか。 

４ 空気、水、光、温熱・気象、食品、土壌、衛生害虫等、人の生活生存に関わる環境の要因を理解し、各

種環境基準について実測できるか。 

５ 学校衛生、産業衛生、住居衛生等、生存の場の各種衛生学の具体的内容・基準・法律等を理解できるか。 

６ 人間―環境系（主体環境系）について理解し、日常生活に活かすことができるか。 

○評定の方法 

 ・アサインメント 30％、 

 ・レポ－ト 30％、 

 ・授業態度（質疑応答、授業後の学習達成振り返り調査）40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人間の健康、心身状態・生命現象は、環境との相互作用の中で営まれること、多くのストレスへの身体内部の諸

反応を含めた内部環境は、身近な生活環境から、地球環境レベルでの外部環境との相互作用の中で存続しているこ

とを実感するため、各種測定を行って共に考えてゆくひと時に使いたいと思います。人間（内部環境）は長い人類

の歴史の中で外的環境への適応という形で存続していることを衛生学の理念として理解して下さい。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

衛生学とは？ 健康問題に関する衛生学及

び公衆衛生学諸領域の基礎的事項について

理解を深める 

事前学習 教科書全体の内容構造を把握しておく 

事後学習 
自らの健康問題を解決のための基盤としての「衛生学」

の理解を深める（判別討論ﾚﾎﾟ） 

第２回 
人間生態系のとらえ方を基盤にした人間の

生活生存のあり方を考える 

事前学習 
新聞記事等の情報を収集し、人間生態系の考え方を導入

し、人類の生活生存の在り方を考える 

事後学習 教科書 2部第 2章 pp.191～195、配布資料の復習 

第３回 

自然環境と人の健康、生命、発育、人工環境

化によって生じる健康上のゆがみに関する

具体的健康現象 

－生物学的適応、生理学的適応、行動的適応、

文化的適応に視点をおいて－ 

事前学習 教科書 pp.24～29を読み、人間の発育現象を知る 

事後学習 

授業時のプリント併用、人間の健康現象を適応の概念で

理解する。プリント・グループ討論・教科書をまとめ、

自らの健康観を確立する。 

第４回 人類の進化過程から見た「個体発生と系統発 事前学習 教科書 pp.3～23を読、進化（適応）の概念を知る 



 

 

生」：人間の発育発達、生活生存の様相（免疫

系の発育、生体防御能の発達と感染症） 

ｷｰﾜｰﾄﾞを挙げ、人間の生命の流れを把握する 

事後学習 
「個体発生は系統発生を繰り返す」の衛生学的意義を考

え、児童生徒等の成長過程（発育発達）の理解を深める 

第５回 

生体リズムの同調（獲得過程）と脱同調によ

る健康障害（自律神経不安定症）、気象因子

の心身状態への影響（季節病・気象病） 

事前学習 配布資料・文献等から、生体リズムについて理解する 

事後学習 生体リズム・健康・気象因子の相互関連性の理解 

第６回 音環境測定の理論と実践 
事前学習 教科書 pp.191～228の該当箇所を読んでおく 

事後学習 実測レポートの作成、提出 

第７回 光環境測定の理論と実践 
事前学習 教科書 pp.191～228の該当箇所を読んでおく 

事後学習 実測レポートの作成、提出 

第８回 空気環境測定の理論と実践 
事前学習 教科書 pp.191～228の該当箇所を読んでおく 

事後学習 実測レポートの作成、提出 

第９回 
温熱環境測定の理論と実践 その測定とそ

の評価 

事前学習 教科書 pp.191～228の該当箇所を読んでおく 

事後学習 実測レポートの作成、提出 

第１０回 環境と学校環境衛生、労働安全衛生 
事前学習 学校環境衛生管理基準（配付）を読んでおく 

事後学習 グループ討論課題レポートの提出、提出 

第１１回 生活習慣と人の健康：生活習慣病について 

事前学習 教科書 pp.21～23、pp.102～103を読んでおく 

事後学習 
教科書・配布プリント、授業での討論の結果のレポート

作成 

第１２回 

水と健康：水質汚濁と健康被害⇔水系感染

症、環境汚染病（重金属による健康被害：水

俣病ほか）大気汚染と呼吸器系疾患 

事前学習 
教科書 pp.206～226を読み、水・大気等環境の健康影響

の概要を把握する 

事後学習 教科書・配布資料・授業内容の理解とまとめ 

第１３回 
学校環境衛生・建築物環境衛生基準（シック

ビル症候群等）及び・地域における環境課題 

事前学習 
学校保健法第 6条、労働安全衛生法等における 

環境基準を整理する、新聞記事のチェック 

事後学習 

授業内容・教科書及び各種資料を総合して、人間の健康、

疾病、発育を護るための環境基準を整理し、グループ討

論結果をまとめる： 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～9回までの講義内容を踏まえて、「音、光、空気、温熱が私達の心身に与える影響」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：パソコン使用の場合：A4用紙 1枚（10.5ポイントで 1300字程度） 

       手書きの場合：400字横書き原稿用紙を使用すること（1300字程度） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業終了後に教室で行う。 

     レポートの添削等に関する質問は、毎回の講義の前後に受け付け、適宣指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 10 回～11 回までの講義内容を踏まえて、「学校環境衛生と労働安全衛生の要点。」についてレポー

トにまとめなさい。 

レポート形式：パソコン使用の場合：A4用紙 1枚（10.5ポイントで 1300字程度） 

       手書きの場合：400字横書き原稿用紙を使用すること（1300字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

     レポートの添削等に関する質問は、毎回の講義の前後に受け付け、適宣指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
英文学（作家・作品論） （2単位） 

３．科目番号 EDEN3318 

２．授業担当教員 高橋 みどり 

４．授業形態 講義、発表、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「異文化理解」を履修すること。 

７．講義概要 

この授業では、イギリス文学の歴史的な主潮を概観し、イギリス文学の主要作家と作品を考察するととも

に、各々の作家とその作品の時間的・空間的特徴および文化的背景をも明らかにして、今日の国際化社会で

不可欠のグローバルな視野を広げることを目的とする。また、各主要作家の主要作品の名場面あるいは名文

の一部を読んで、作品の真髄に触れ、名作や古典と呼ばれる所以を知ることができるようにする。 

 文学の歴史的考察は、文化史的視点とも重なり合い、密接に関連しあう側面を有している。その意味では、
「英文学(作家・作品論)」は「異文化理解」を補完し、深化させる役割をも果たしているといえる。 

８．学習目標 

1. イギリス文学作品において使用されている様々な英語表現について理解している。 

2. イギリス文学作品で描かれている、国と地域の文化について理解している。 

3. イギリス文学の全体像と各作家・作品の特徴を分析し考察して、その成果をまとめて発表できるように
なることに加え、自らの意見をレポートにまとめることもできるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容の理解を深めるため、また主体的に授業に取り組む姿勢を養うため、発表とディスカッション

形式を取り入れるので、発表の準備を十分に行い考察を深めておくこと。 

２．授業で扱う作品から一作品を選び、ブックトークの原稿・読書感想画・マップ等を作成し提出すること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

プリントを使用する 

【参考書】 

神山妙子編著『はじめて学ぶ イギリス文学史』ミネルヴァ書房。 

相島倫嘉著『イギリス文学の流れ』南雲堂。 

秋篠健一、金子益道〔他〕編『イギリス文学への招待』朝日出版社。 

福田昇八著『イギリス・アメリカ文学史』南雲堂。 

川口喬一著『イギリス小説入門』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

イギリス文学の全体像と各作家・作品の特徴を分析し考察して、その成果をまとめて発表できるようになる

ことに加え、自らの意見をレポートにまとめることもできるようになったか。 

○評定の方法 

レポート 30％ 発表 30％ 小テスト 20％ 受講態度・参加姿勢 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

発表の準備にあたっては、プリントに書かれている内容を熟読すること。表面的な理解に止まらず、作家

の人物像や作品の作風の特徴をしっかりと捉えて、自分の言葉で語れるようになってほしい。また、他者の

発表を熱心に聞き、適切な質問をするなど、傾聴力を高めること。自らの思考を深め、視野を広げることへ

とつながるであろう 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 
イギリス文学の概観、 発表の仕方とまとめ方 

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

事後学習 
英文学の流れのポイント、発表の仕方とまと
め方を確認する。 

第２回 
シェイクスピアの時代（１） 
第 1期 習作時代  第２期 ひとり舞台の時代 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 

第３回 
シェイクスピアの時代（２） 
第３期 悲劇の時代  第４期 ロマンス劇の時代 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 

第４回 
ミルトンの時代 
 ジョン・ミルトン 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 

第５回 
新古典主義の時代 
アレグザンダー・ポープ、サミュエル・ジョンソン 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 

第６回 
ロマン主義の時代（前期） ウィリアム・ブレイク、ウ

ィリアム・ワーズワース、サミュエル・コールリッジ 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 

第７回 
ロマン主義の時代（後期） 
 ゴードン・バイロン、パーシィ・シェリー、ジョン・
キーツ 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 

第８回 
ヴィクトリア時代（１） 
 アルフレッド・テニソン、ロバート・ブラウニング 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 



 

 

第９回 
現代小説の発展の時代 
 トマス・ハーディ、オスカー・ワイルド 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 

第１０回 
モダニズムの時代 
 ジェイムズ・ジョイス、T. S. エリオット 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 

第１１回 
現代小説の時代（１） 
 ヴァージニア・ウルフ、E. M . フォースター 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 

第１２回 
現代小説の時代（２） 
 D. H. ロレンス、アイリス・マードック 

事前学習 
プリントを読み込んで発表の準備をし、原作
の意味を調べておく。 

事後学習 
プリントを読み返し発表時の問題点と原作
の読み違いを確認する。 

第１３回 
小テスト 
まとめ、レポートを書くための要点と諸注意 

事前学習 
小テストの準備を十分に行う。プリントと参
考書の必要な個所を読み、レポートを書く準
備をする。 

事後学習 
レポートを書く要点と諸注意を確認して、レ
ポートを書き進める。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回〜第３回の授業で学んだ内容を考慮に入れて、サミュエル・リチャードソンとジェーン・オー

スティンの作品の特徴を述べなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000字程度） 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削済みのレポートを返却し、第６回と第７回の授業内で、作品の時間的・空間的特徴および文化

的背景について補足説明し、質疑応答を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答をとおして学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第２回〜第８回の授業で学んだ内容を考慮に入れて、チャールズ・ディケンズとエミリ・ブロンテの

作品の特徴を述べなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000字程度） 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削済みのレポートを返却し、第 11回と第 12回の授業内で、作品の時間的・空間的特徴および文

化的背景について補足説明し、質疑応答を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英米児童文学演習 （2単位） 

３．科目番号 EDEN3314 

２．授業担当教員 高橋 みどり 

４．授業形態 演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
この科目では、児童文学の名作といわれる作品を読み、英文の読解力を身につけるとともに、子どもたちの
世界を描いた作品の世界を理解して、作品と時代との関わりや文化との関わりをも考察する。この授業を履

修することによって得る読書体験は、将来教育現場で児童・生徒に読書指導を行う際に必ず役立つ。 

８．学習目標 
１．英文の読解力が身に付く。 

２．児童文学の作品のテーマや文体の技法の特徴を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

家庭学習：各自に和訳を発表してもらうので、周到に準備しておくこと。 

レポート課題：『足ながおじさん』に関するブックトークの原稿・読書感想画・マップ等を作成すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

佐野 義之・山中 信夫 編注『足ながおじさん』南雲堂。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．英文の読解力が身に付いたか。 

２．児童文学の作品のテーマや文体の技法の特徴を理解できるようになったか。 

○評定の方法 

期末試験（40％）、小テスト（25％）、課題（20％）、授業中の態度（15％）の結果を総合して判定する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、英語の読解力の養成を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を順守すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

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

と。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にする。 

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

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

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

た場合には、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
実力診断テスト、 
はじめに 「孤児の物語について」 

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

事後学習 
実力診断テストで理解が不十分だった点について再

検討し、理解を深める。 

第２回 
Daddy-Long-Legs, pp.1-3 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 

第３回 
Daddy-Long-Legs, pp.4-6 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 

第４回 
Daddy-Long-Legs, pp. 11-14 
 読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 

第５回 
Daddy-Long-Legs, pp. 15-19 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 

第６回 
Daddy-Long-Legs, pp. 20-23 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 

第７回 
Daddy-Long-Legs, pp. 24-27 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 



 

 

第８回 
小テスト 
Daddy-Long-Legs, pp. 28-32 
読解練習 

事前学習 
小テストの準備を十分に行う。英文法を応用しながら
予習をして英文の構文と意味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 

第９回 
Daddy-Long-Legs, pp. 37-40 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 

第１０回 
Daddy-Long-Legs, pp. 41-45 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 

第１１回 
Daddy-Long-Legs, pp.46-49 
読解練習 

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

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 

第１２回 

Daddy-Long-Legs, pp.50-55 
読解練習 
ディスカッション「書簡体形式について」 
 

事前学習 前回まで読解練習した物語全体の内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理解

を深める。 

第１３回 
ブックトーク等発表 
まとめ「ヒロインの成長物語」 
 

事前学習 前回まで読解練習した物語全体の内容を把握する。 

事後学習 
この授業で得た読書体験を、教育現場での読書指導

に、どのように活かしたらよいか考えてみる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回〜第３回に読解練習を行ったテキストの内容を考慮に入れて、テキスト pp.7〜10を日本語に」

訳しなさい。 

レポート書式：A4用紙に各行１行ずつ間隔を空けて、手書きまたはパソコンで記述する。 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削済みのレポートを返却し、第６回と第７回の授業内で、解答と構文上の説明、質疑応答を行

う。 

事後学習：間違っていた箇所や誤解した箇所を確認し、内容の理解を深める。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第２回〜第８回に読解練習を行ったテキストの内容を考慮に入れて、テキスト pp.33〜36 を日本語

に訳しなさい。 

レポート書式：A4用紙に各行１行ずつ間隔を空けて、手書きまたはパソコンで記述する。 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削済みのレポートを返却し、第 11回と第 12回の授業内で、解答と構文上の説明、質疑応答を行

う。 

事後学習：間違っていた箇所や誤解した箇所を確認し、内容の理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
英米文学と映像 （2単位） 

３．科目番号 EDEN2316 

２．授業担当教員 高橋 みどり 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 最近英語文学の作品を映像文化として見ることがきわめて多くなったので、映画やDVDなどの映像を通し
て英語文学の作品を考察する。この授業では、ファンタジー『ハリー・ポッターと賢者の石』、人気コメディ
の劇場版『ビーン』、ヘロイン中毒の若者の生態を描いた『トレインスポッティング』、ジェイン・オーステ

ィンの作品『分別と多感』の映画版『いつか晴れた日に』と『エマ』の同名の映画版など、1990年代から2000

年代に至るイギリス映画を取り上げる。このような映画をとおして、イギリスの文学や文化に関する知識を
深めるとともに、各々の作品の時間的・空間的な背景をも考察する。この授業を履修することによって得ら

れたイギリス文化に関する様々な知識は、将来教育現場で児童・生徒に異文化理解教育を行う際に必ず役立
つ。 

８．学習目標 

1. 映像を通して、イギリス文学の作品において使用されている様々な英語表現について理解する。 

2. 映像を通して、イギリスの文学作品に描かれている国や地域の文化について理解する。 

3. 取り上げられる作家や作品について時間的・空間的・文化的な背景を理解している。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

家庭学習：各自に和訳を発表してもらうので、周到に準備しておくこと。 

長期休暇レポート課題：指定されたDVDリストより、一作品を鑑賞して、「私はこう観る」という題で自分の

考えを1600字程度で述べること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
プリントを使用する 
【参考書】 

J. E. Dougill・小寺里砂『映画に観るイギリス文化』英潮社フェニックス。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

映像をとおしてイギリスの文化に関する知識を深めることができたか。 

○評定の方法 

発表 50％ レポート 25％ 授業中の態度 25％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、映像をとおしてイギリスの文化に関する知識を深めることを目的としている。目的達成のため、

受講生は以下の条件を順守すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

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

と。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にする。 

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

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

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

た場合には、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 はじめに「映画で読み解くイギリス文化」 
事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構
文と意味内容を把握し、練習問題に解答する 

事後学習 レポート作成のための計画を立てる。 

第２回 

Unit 1  Harry Potter and the Philosopher’s Stone 

(2001) 

Pre-reading exercise, Reading text, Reading 
comprehension 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構
文と意味内容を把握し、練習問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習し
た英文の構文と意味内容を復習して理解を
深める 

第３回 
Unit 2  Remains of the Day (1993) 
Pre-reading exercise, Reading text, Reading 
comprehension 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構
文と意味内容を把握し、練習問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習し
た英文の構文と意味内容を復習して理解を
深める 

第４回 
Unit 5  Braveheart (1995) 
Pre-reading exercise, Reading text, Reading 
comprehension 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構
文と意味内容を把握し、練習問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習し
た英文の構文と意味内容を復習して理解を
深める 

 



 

 

第５回 
Unit 6  The Full Monty (1997) 
Pre-reading exercise, Reading text, Reading 
comprehension 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構
文と意味内容を把握し、練習問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習し
た英文の構文と意味内容を復習して理解を
深める 

第６回 
Unit 7  Bean (1997) 
Pre-reading exercise, Reading text, Reading 
comprehension 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構
文と意味内容を把握し、練習問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習し
た英文の構文と意味内容を復習して理解を
深める 

第７回 

Unit 8  Elizabeth (1998) and Shakespeare in Love 

(1998) 

Pre-reading exercise, Reading text, Reading 
comprehension 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構
文と意味内容を把握し、練習問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習し
た英文の構文と意味内容を復習して理解を
深める 

第８回 

Unit 9  Sense and Sensibility (1995) and Emma 

(1996) 

Pre-reading exercise, Reading text, Reading 
comprehension 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構
文と意味内容を把握し、練習問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習し
た英文の構文と意味内容を復習して理解を
深める 

第９回 
Unit 11  Bridget Jones’s Diary (2001) 
Pre-reading exercise, Reading text, Reading 
comprehension 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構
文と意味内容を把握し、練習問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習し
た英文の構文と意味内容を復習して理解を
深める 

第１０回 

Unit 12  Notting Hill (1999) and Trainspotting 
(1998) 
Pre-reading exercise, Reading text, Reading 
comprehension 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構
文と意味内容を把握し、練習問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習し
た英文の構文と意味内容を復習して理解を
深める 

第１１回 
DVD鑑賞   
ディスカッション（英語表現について） 

事前学習 
鑑賞する映像作品についての章を復習し、
内容を把握する。 

事後学習 
鑑賞した映像作品について自分の考えをま
とめておく。 

第１２回 
DVD鑑賞   
ディスカッション（作品の時間的・空間的な背景につい
て） 

事前学習 
鑑賞する映像作品についての章を復習し、
内容を把握する。 

事後学習 
鑑賞した映像作品について自分の考えをま
とめておく。 

第１３回 まとめ「イギリス文化を知るための１５のトピック」 
事前学習 課題レポートを元に発表の準備をする。 

事後学習 
鑑賞した映像作品を参考にイギリス文化に
ついての理解を深める。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回〜第３回の授業で学んだ内容を考慮に入れて、プリント Unit 3 Reading text を日本語に訳

しなさい。 

レポート書式：A4用紙に各行１行ずつ間隔を空けて、手書きまたはパソコンで記述する。 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削済みのレポートを返却し、第６回と第７回の授業内で、解答と構文上の説明、質疑応答を行

う。 

事後学習：間違っていた箇所や誤解した箇所を確認し、内容の理解を深める。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第２回〜第８回の授業で学んだ内容を考慮に入れて、プリント Unit 10 Reading textを日本語に訳

しなさい。 

レポート書式：A4用紙に各行１行ずつ間隔を空けて、手書きまたはパソコンで記述する。 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削済みのレポートを返却し、第 11回と第 12回の授業内で、解答と構文上の説明、質疑応答を行

う。 

事後学習：間違っていた箇所や誤解した箇所を確認し、内容の理解を深める。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
栄養学（食品学含む） （2 単位） 

３．科目番号 EDHE3331 

２．授業担当教員 勝矢 陽子 

４．授業形態 講義、演習等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生体の生命活動と健康に影響を及ぼす栄養素の種類と機能性を理解し、食物の消化、吸収、代謝の過程を

通して、栄養素が健康に及ぼす影響について理解を深めることを目標とする。生体の生命活動と健康に影響

を及ぼす栄養を科学的な側面から講述し、生体内で生ずる種々の反応やその反応系に異常を来たして生じた

疾患を生化学的・栄養学的に解説する。さらに各食品群の特色を理解することにより、健やかな発育と生涯

にわたる健康の維持増進を目指した、のぞましい食品選択と栄養摂取のあり方を学習する。 

８．学習目標 

１．健康増進のための一次予防の重要性を理解し、栄養の必要性を説明することができる。 

２．五大栄養素の種類とはたらき、消化、吸収について説明することができる。 

３．食事摂取基準の概要を理解し、学童期及び思春期に必要な栄養と、のぞましい食生活について説明する

ことができる。 

４．学童期及び思春期の「食育」の意義について理解を深め、実践できる能力を養うことができるようにな

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント：予習プリントを配布する。そのうち、一週間の食事記録と考察については、授業開始時と終

了時の２回行う。 

レポート課題：理想的な食事の献立3日分の考案 【第９回授業時に提出】レポート課題については、授業時

に詳細な説明を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

飯塚美和子 他編『基礎栄養学 改訂９版』南山堂。 

授業内で補助プリントを配布する。 

【参考書】 

田地陽一 編『栄養科学イラストレイテッド 基礎栄養学 第４版』羊土社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．健康増進のための一次予防の重要性を理解し、栄養の必要性を説明することができるか。 

２．五大栄養素の種類とはたらき、消化、吸収について説明することができるか。 

３．食事摂取基準の概要を理解し、学童期及び思春期に必要な栄養と、のぞましい食生活について説明する

ことができるか。 

４．学童期及び思春期の「食育」の意義について理解を深め、実践できる能力を養うことができるようにな

ったか。 

○評定の方法 

・提出物（小テスト等を含む）70％、 

・授業態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

普段何気なく口にしている食物に含まれている栄養素が、自身の体をつくる材料となっていること、健康

を維持するためにさまざまな役割を果たしているということを具体的に学びましょう。生活習慣病などの疾

病の発症と進行を防ぐために生活習慣の改善、とりわけ食生活の改善が重要であることを認識し、授業・ア

サイメント・レポート等を通して栄養学の基礎を身につけていきましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間。詳細は授業時に発表。事前にアポイントメントを取ることが望ましい。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 栄養と健康・疾患、食育 

事前学習 
教科書を準備する。教科書 pp.1～13、pp.170～173 を読み、6 つの基礎食

品と食事バランスガイドについて概要を把握しておく。 

事後学習 

「栄養と健康・疾患、食育」についての復習プリントにポイントをまとめ

て記入する。一週間の食事記録から自己の食生活について、傾向・改善す

べき点を配布プリントにまとめて課題研究１に備える。 

第２回 炭水化物 
事前学習 

教科書 pp.15～26を読み、「炭水化物」についての予習プリントを仕上げ、

疑問点を書き出しておく。 

事後学習 「炭水化物」についてノートにまとめを記入し、レポート課題に備える。 

第３回 脂質 
事前学習 

教科書 pp.26～35を読み、「脂質」についての予習プリントを仕上げ、疑問

点を書き出しておく。 

事後学習 「脂質」についてノートにまとめを記入し、レポート課題に備える。 

第４回 たんぱく質 
事前学習 

教科書 pp.35～47 を読み、配布した「たんぱく質」についての予習プリン

トを仕上げ、疑問点を書き出しておく。 

事後学習 「たんぱく質」についてノートにまとめを記入し、レポート課題に備える。 

第５回 ミネラル 
事前学習 

教科書 pp.48～56を読み、「ミネラル」についての予習プリントを仕上げ、

疑問点を書き出しておく。 

事後学習 「ミネラル」についてノートにまとめを記入し、レポート課題に備える。 

第６回 脂溶性ビタミン 

事前学習 
教科書 pp.56～64を読み、「脂溶性ビタミン」についての予習プリントを仕

上げ、疑問点を書き出しておく 

事後学習 
「脂溶性ビタミン」についてノートにまとめを記入し、レポート課題に備

える。 



 

 

第７回 水溶性ビタミン 

事前学習 
教科書 pp.64～73を読み、「水溶性ビタミン」についての予習プリントを仕

上げ、疑問点を書き出しておく。 

事後学習 
「水溶性ビタミン」についてノートにまとめを記入し、レポート課題に備

える。 

第８回 
日本人の食事摂取基準と食

品の選択 

事前学習 
教科書 pp.161～201を読み、「日本人の食事摂取基準と食品の選択」につい

ての予習プリントを仕上げ、疑問点を書き出しておく。 

事後学習 
「日本人の食事摂取基準と食品の選択」についてノートにまとめを記入し、

レポート課題に備える。 

第９回 水・電解質、摂食行動 
事前学習 

教科書 pp.73～82を読み、「水・電解質、摂食行動」についての予習プリン

トを仕上げ、疑問点を書き出しておく。 

レポート課題と、課題研究１を仕上げて、授業時に提出する。 

事後学習 「水・電解質、摂食行動」についてノートにまとめを記入する。 

第１０回 消化と吸収 
事前学習 

教科書 pp.83～103 を読み、「消化と吸収」についての予習プリントを仕上

げ、疑問点を書き出しておく。 

事後学習 「消化と吸収」についてノートにまとめを記入する。 

第１１回 栄養素の代謝 
事前学習 

教科書 pp.105～134 を読み、配布した「栄養素の代謝」についての予習プ

リントを仕上げ、疑問点を書き出しておく。 

事後学習 「栄養素の代謝」についてノートにまとめを記入する。 

第１２回 エネルギー代謝 

事前学習 
教科書 pp.141～155 を読み、配布した「エネルギー代謝」についての予習

プリントを仕上げ、疑問点を書き出しておく。 

事後学習 
ノートにまとめを記入する。食事バランスガイドと 6 つの基礎食品にあて

はめて一週間の食事記録をつけ、第 13回授業時に提出。 

第１３回 遺伝子発現と栄養、まとめ 
事前学習 

食事記録について今回と第 1 回授業時のものとを比較し、食生活がどのく

らい改善されているか考察する。配布プリントに結果をまとめて、食事記

録とともに授業時に提出する。 

教科書 pp.134～139、pp.157～160を読み、配布した「遺伝子発現と栄養、

まとめ」についての予習プリントを仕上げ、疑問点を書き出しておく。 

事後学習 「遺伝子発現と栄養、まとめ」についてノートにまとめを記入する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第８回の授業の内容と、一週間の食事記録より自己の食生活の傾向と改善点をふまえた上で

「理想的な食事３日分の考案」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙３枚程度と、一週間の食事記録用紙（食事記録用紙は授業時に配布） 

実施時期：第８回の授業後に実施するが、準備は第１回授業後から始める。詳細については授業時に説明する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１１回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問があれば随時受け付け適宜指導する。再提出も認める。 

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

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「食育を推進するためにどのような取り組みをするか」、「やせの問題」、「食物アレルギー」について 

実施時期：日程は授業開始後に決定する。状況によってはレポート形式とする場合もある。 

事前学習：授業時に配布する資料を読み、３つあわせて A4用紙２枚（2100字程度）にまとめておき、授業後提出する。 

事後学習：講義で学んだことをノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽（小） （2単位） 

３．科目番号 GELA1325 

２．授業担当教員 原 久美子 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

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

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

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

必ず聞くこと。 

③ 歌唱教材：積極的に歌唱へ取り組み、多くのレパートリーを作れるよう心がけること。 

④ 中間のまとめ（実技、筆記）、期末のまとめ（実技、筆記）を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

初等科音楽教育研究会編『小学校教員養成課程用 最新 初等科音楽教育法 2017 年告示「小学校学習指導要

領」準拠』音楽之友社、2018。                                                             

【参考書】 

① 全音楽譜出版部編『標準バイエル教則本』全音楽譜出版社、2008。 

① 川辺真著『わかりやすい楽典』音楽之友社、2002。 

【その他】 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

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

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

作り、音楽の楽しさを感じられるようになりましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知させる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業ガイダンス（シラバス説明・授業概

要）、アンケート、演奏レベルチェック、 

課題曲提示 

音楽理論①（音部記号・楽譜について） 

事前学習 鍵盤で“ド”の位置を理解しておくこと。 

事後学習 

各自の目標（初級：音符と鍵盤の一体化、中級：楽譜に忠実に、

上級：表現力のある演奏を目指して）を設定し、レベルに応じ

て提示された課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音部記号・楽譜について）に取り組む。 

第２回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論②（音名・変位記号） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

止まらずに弾けるように課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音名・変位記号）に取り組み、音楽に

おける働きを理解する。 

第３回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論③（音符と休符） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

止まらずに弾けるように課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り組み、音楽におけ

る働きを理解する。 

第４回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論④（拍子とリズム） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

止まらずに弾けるように課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（拍子とリズム）に取り組み、音楽にお

ける働きを理解する。 

第５回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑤（強弱記号、簡単な楽語） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

止まらずに弾けるように課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（強弱記号、簡単な楽語）に取り組み、

音楽における働きを理解する。 

第６回 ピアノ弾き歌いレッスン 事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 



 

 

音楽理論⑥（反復記号） 

事後学習 

止まらずに弾けるように課題曲を練習する。 

実技発表に向けて課題曲を練習する。筆記試験に向けて音楽理

論を復習する。 

第７回 

中間試験（ピアノ弾き歌い実技発表、音

楽理論に関する筆記試験） 

グループアンサンブル①（グループ決

め、曲決め） 

事前学習 
実技発表に向けて課題曲を練習する。筆記試験に向けて音楽理

論を復習する。 

事後学習 
期末試験に向けた目標を設定し、各自のレベルに応じた課題曲

を練習する。 

第８回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル②（合奏練習） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

これまでに学習した音楽理論を応用しながら各自の課題曲を

練習する。 

グループアンサンブルの個人練習をする。 

第９回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル③（合奏練習） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

これまでに学習した音楽理論を応用しながら各自の課題曲を

練習する。 

グループアンサンブルの個人練習をする。 

第１０回 

ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル④（合奏発表） 

鑑賞 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

これまでに学習した音楽理論を応用しながら各自の課題曲を

練習する。 

鑑賞指導の組み立てについて理解する。 

第１１回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑦（長音階、短音階） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

これまでに学習した音楽理論を応用しながら各自の課題曲を

練習する。 

音楽理論プリント課題（長音階、短音階）に取り組み、音楽に

おける働きを理解する。 

第１２回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑧（簡単なコードネーム） 

事前学習 各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

これまでに学習した音楽理論を応用しながら各自の課題曲を

練習する。 

音楽理論プリント課題（簡単なコードネーム）に取り組み、活

用できるようにする。 

第１３回 
期末試験（ピアノ弾き歌い実技発表・音

楽理論に関する筆記試験） 

事前学習 
実技発表に向けて課題曲を練習する。筆記試験に向けて音楽理

論を復習する。 

事後学習 
弾き歌いを復習する。これまでに学習した音楽理論を復習し、

活用できるようにする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：共通教材（かたつむり：P. 138、春が来た：P. 146、うみ：P. 136）の中から一曲演奏できるように

する。 

実施時期：第 7 回中間試験の際、通常の発表課題に加え演奏する。 

事後学習：うまくいかなかった点を改善できるように練習を重ねる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：歌唱共通教材や既習の課題曲にみられる音楽記号について答えられるようにする。 

実施時期：第 13回期末試験の際、通常の試験範囲に加え課題研究テーマの内容を出題する。 

事後学習：授業で配布されたプリントをノートにまとめ、復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽（小） （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1324 

GELA1325 
２．授業担当教員 田口 雅夫 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

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

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

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

② 弾き歌いは自分の演奏レベルを確認できるので、必ず歌うようにすること。 

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

④ まとめとして、場慣れの意味で全員の前での演奏に取り組む。 

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

10．教科書・参考書・

教材 

①全音楽譜出版部編「全訳バイエル教則本」 

②「教員養成課程 小学校音楽科教育法」 

③五線ノートは様々な種類があるので、必要な時期に指示します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

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

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

5. 授業中に関して以下の事については厳しく注意します。 

   （Ⅰ）音楽室使用規則を守ること(飲食・楽器の扱い方等) 

      （Ⅱ）スマートフォン等を使用しない。 

   （Ⅲ）授業中の私語は、真面目に受講している者にとって迷惑です。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間を活用して下さい。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、自己紹介、音楽学習歴調査、音楽

理論に対する知識調査、音楽理論で使用するプリント配

布。教則本のチェックシートについての説明。 

事前学習 
バイエルを各自の能力に沿って予習をして

おく。 

事後学習 
音楽に対する自分の経験の有無・能力を確認

しておく。 

第２回 

1．音楽理論 

譜表・音符・休符・音名階名について。 

2．ピアノ奏法実習① 

バイエル教則本より選曲・演奏。 

事前学習 
音楽理論内容の確認。各自に指示されたピア

ノ楽曲の予習 

事後学習 

弾いているピアノ曲を階名唱してみる。学習

したピアノ曲を練習しておく。指番号等基本

的な楽譜の読み方も実践してみる。 

第３回 

1．音楽理論 

リズムと拍子・リズム唱について。 

2．ピアノ奏法実習② 

バイエル教則本より選曲・演奏。 

事前学習 
音楽理論内容を復習しておく。生活の中に感

じられるリズムに意識をもとう。 

事後学習 
現在練習しているピアノ曲、その前後の曲を

弾いてみる。 

第４回 

1．音楽理論 

変化記号(臨時記号・調号)について。 

2．ピアノ奏法実習③ 

バイエル教則本より選曲・演奏 

事前学習 
練習してきたピアノ曲のリズムをリズム唱

したり手で叩いてみる。 

事後学習 
ピアノ曲の苦手な箇所を確認し、部分練習を

行う。 

第５回 

1．音楽理論 

音程・和音について 

2．ピアノ奏法実習⑤(歌唱も含む) 

バイエル教則本より選曲・中間演奏発表 

事前学習 
発表する曲をスムーズに弾けるように、記号

の確認もしておく。 

事後学習 
自分の演奏技術の確認及び復習。大きな声で

歌唱に慣れてみよう。 

第６回 
1．音楽理論 

コードネーム 
事前学習 

出来る限り弾き歌いに取り組む。声の大きさ

も確認しておく。 



 

 

2．ピアノ奏法実習⑥ 

共通教材を弾いてみる。 
事後学習 

コードネームの付いている楽譜を見て弾い

てみよう。 

第７回 

1．音楽理論 

和音の効果について。 

2．ピアノ奏法実習⑦ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
小学校で取り上げられている歌で、知ってい

る曲を思い出しておきましょう。 

事後学習 
和音については理解しにくいので、理論の復

習が不可欠です。 

第８回 

1．音楽理論 

いろいろな伴奏形について。 

2．ピアノ奏法実習⑧ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
バイエル教則本より、いろいろな伴奏形を見

つけておく。 

事後学習 同じ曲をいろいろな伴奏形で弾いてみる。 

第９回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル②アンサンブルの編曲法。 

3．ピアノ奏法実習⑩ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
編曲する曲を決めておく。(曲の感じは自由で

良い) 

事後学習 
各自、頭の中で編曲した音をイメージしてみ

よう。 

第１０回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル③グループで編曲をしてみる。 

3．ピアノ奏法実習⑪ 

ひきうたい発表曲の選曲と準備 

事前学習 
初歩的な質問でも構いません。質問を探して

みてください。 

事後学習 
次回の発表に向けてグループで協力をし、練

習をしておく。 

第１１回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル④グループ発表・ディスカッション 

3．ピアノ奏法実習⑫ 

発表の準備 

事前学習 
発表の前に必要な確認をしておく。発表まで

の自己反省の確認をしておく。 

事後学習 
アンサンブルについての学習成果確認。ピア

ノ発表は暗譜を意識して練習する 

第１２回 1．ピアノ奏法実習発表 
事前学習 

歌うテンポが適切であるか確認する。教室で

自分の歌声がどこまで届いているかを確認

する。 

事後学習 自己評価をする。 

第１３回 音楽理論・ピアノ奏法についての総括(質問) 
事前学習 質問事項をまとめておく。 

事後学習 授業で学習したことを確認する。 

課題研究

１ 

中間発表の際に、通常発表に加えて共通教材(春の小川・茶つみ・もみじ)を授業で学んだ奏法(レガート奏法)で弾ける

ようにする。 

『事後学習として、共通教材の曲を楽譜を見ない(暗譜)で弾けるようにする。』 

課題研究

２ 

弾き歌いを発表する際に、通常発表に加えて余裕のある学生はレパートリーを増やし、課題研究Ⅰを基に弾き歌いがス

ムーズにできるよう弾き込みを徹底する。 

授業で学んだ音楽理論の復讐を含め共通教材(春の小川・茶つみ・もみじ)にある楽譜上の記号を理解して確認する。 

不明な記号があれば可能な限り調べて理解しておく。 

『事後学習として、共通教材にコードネームを利用した伴奏を付けてみよう。』 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽（小） （2単位） 

３．科目番号 GELA1325 

２．授業担当教員 高木 麻衣子 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

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

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

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①ピアノ実技：毎回レベル毎に課題曲を提示するので、次週までに弾けるように練習をしてくること。 

②音楽理論：ほぼ毎回単元別の練習問題を提示するので、次週までに完成させ、疑問点や質問事項は次週に

必ず聞くこと。 

③中間のまとめ（実技、筆記）、期末のまとめ（実技、筆記）を行う。 

④歌唱教材：1曲でも多くのレパートリーを持てるよう、「歌うこと」に積極的な姿勢で臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

① 全音楽譜出版部編『標準バイエル教則本』全音楽譜出版社 

② 初等科音楽教育研究会編『最新 初等科音楽教育法[改訂版]小学校教員養成課程用』音楽之友社                                                                

【参考書】川辺 真著『わかりやすい楽典』音楽之友社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

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

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「ピアノが弾けるようになる」ことは技術の習得です。したがって、日々の鍛練を忘れずに積み重ね、努力

すると必ず弾けるようになります。自分を信じて取り組み、出来る喜びを分かち合いましょう。保育・教育

に携わる皆さんが音楽の楽しさ、素晴らしさを次世代に伝えていける伝達者になって欲しいと思っています。

熱心に取り組まれることを期待しています！ 

弾き歌いでは、小学校共通教材の中より個々の技量にあった、より多くの曲に触れてほしいと思います。 

13．オフィスアワー 最初の授業時に提示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業ガイダンス（シラバス説明・授業概要）、アンケー

ト、演奏レベルチェック、 

課題曲提示 

事前学習 鍵盤で“ド”の位置を理解しておくこと。 

事後学習 

各自の目標（初級：音符と鍵盤の一体化、中

級：楽譜に忠実に、上級：表現力のある演奏

を目指して）を設定し、各自の演奏レベルに

応じて提示された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論①（音名・変位記号） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（音名・変位記号）に

取り組み、音楽の働きと関わらせて理解す

る。 

第３回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論②（音符と休符） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り

組み、音楽の働きと関わらせて活用できるよ

うにする。 

第４回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論③（拍子とリズム） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（拍子とリズム）に取

り組み、音楽の働きと関わらせて活用できる

ようにする。 



 

 

第５回 

ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論④（反復記号、装飾音符） 

グループアンサンブル①（グループ決め、曲決め） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習

する。 

中間のまとめに向けた音楽理論の学習を復

習する。 

第６回 
中間のまとめ（ピアノ弾き歌い実技発表・音楽理論に関

する筆記試験） 

事前学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習

する。 

事後学習 
各自、期末試験に向けての目標を設定し、そ

れに応じて決めた各自の課題曲を練習する。 

第７回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル②（合奏練習） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

グループアンサンブルの個人練習をする。 

第８回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル③（合奏練習） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

グループアンサンブルの個人練習をする。 

第９回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル④（合奏発表） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１０回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑤（長音階） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（長音階）に取り組み、

音楽の働きと関わらせて活用できるように

する。 

第１１回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑥（短音階） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（短音階）に取り組み、

音楽の働きと関わらせて活用できるように

する。 

第１２回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑦（簡単なコードネーム） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復

習する。 

第１３回 
期末のまとめ（（ピアノ弾き歌い実技発表・音楽理論に

関する筆記試験） 

事前学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復

習する。 

事後学習 

実技の復習、これまでに学習した音楽理論に

ついて復習をし、音楽の働きと関わらせて活

用できるようにする。 

課題研究

１ 

中間発表の際に、通常発表に加え、共通教材（かたつむり・春が来た・うみ）の中から１曲ないし数曲授業で学んだ方

法で弾けるようにする。また事後学習として、練習を重ね、暗譜で弾けることを目標にすること。 

課題研究

２ 

授業で習った音楽理論の復習を含め、最終回に音楽理論についての筆記小テストを実施する。共通教材にある楽譜上の

記号を理解し、不明な記号があれば、配布された資料を基に確認し理解しておくこと。事後学習として、採点返却後、

間違えたところは全て理解しておくこと。 

 



 

１．科目名（単位数） 音楽（幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 松本 岳志 

４．授業形態 演習、講義、実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

1. 基本的な音楽理論を理解し読譜ができる。 

2. 弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につける。 

3. 歌うための発声を習得し、歌うことができる。 

4. 主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1. 毎回楽典の練習問題とピアノの練習課題等を出します。 

2. ピアノ演奏および弾き歌いの発表を実施します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】・岡村弘・二宮紀子・杉原由利子『これだけは歌って弾こう・子どもの歌厳選 50曲』 

      共同音楽出版社 

【参考書】・小林美実・井戸秀和『いろんな伴奏で弾ける選曲こどものうた 100』チャイルド本社。 

 ・小林美実監修『こどものうた 200』チャイルド本社。 

 ・小林美実監修『続こどものうた 200』チャイルド本社。 

【教材】 ※各自で必ず購入しておくこと。 

 ・ヘッドフォン 

 ・6.3ｍｍステレオジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の方法 

○成績評価の規準 

1. 基本的な音楽理論を理解し読譜ができるか。 

2. 弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につけたか。 

3. 歌うための発声を習得し、歌うことができるか。 

4. 主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。 

○評定の方法 

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

 ピアノ演奏や歌唱のような実技は、一夜漬けで習得できるようなものではなく毎日地道に練習を積み重

ねていくことが重要です。必ず、短時間でも構わないので「毎日」ピアノに触れるよう心がけて下さい。

短期間で基礎的技術を身に付けるためには、単調な指の訓練も必要となりますが、そうした練習は退屈な

ものに思われてしまいます。しかし、そうした練習も楽しんで弾くのが「音楽」であり、それを乗り越え

た先に真に演奏することの楽しさがあると考えて下さい。 

13．オフィスアワー 未定 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
楽典①（五線・音部記号・大譜表・
音名と階名） 

事前学習 楽典①の箇所を予習しておく。 

事後学習 楽典①の内容を理解する。ピアノの個人練習を始める。 

第２回 

ピアノ演奏および弾き歌い① 

楽典②（音符と休符） 

発声の基礎② 

事前学習 
楽典②の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典②の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

第３回 
ピアノ演奏および弾き歌い② 

楽典③（拍とリズム） 

事前学習 
楽典③の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典③の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

第４回 
ピアノ演奏および弾き歌い③ 

楽典④（拍子） 

事前学習 
楽典④の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典④の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

第５回 

ピアノ演奏および弾き歌い④ 

楽典⑤（音の幅・幹音と派生音） 

ボディーパーカッション① 

事前学習 
楽典⑤の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典⑤の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

第６回 

ピアノ演奏および弾き歌い⑤ 

楽典⑥（反復記号） 

ボディーパーカッション② 

事前学習 
楽典⑥の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典⑥の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 



 

 

 

第７回 

ピアノ演奏および弾き歌い⑥ 

楽典⑦（様々な記号） 
ボディーパーカッション③ 

事前学習 
楽典⑦の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典⑦の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

第８回 

ピアノ演奏および弾き歌い⑦ 

楽典⑧（長音階と短音階） 

ボディーパーカッション④ 

事前学習 
楽典⑧の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典⑧の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

第９回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑧ 
楽典⑨（調性：ハ・へ・ト・ニ長調） 

事前学習 
楽典⑨の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典⑨の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

第１０回 

ピアノ演奏および弾き歌い⑨ 

楽典⑩（和声法：音階上にできる和

音・和音記号） 

事前学習 
楽典⑩の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典⑩の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

第１１回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑩ 

楽典⑪（コードネーム） 

事前学習 
楽典⑪の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典⑪の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

第１２回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑪ 

楽典⑫（和音記号とコードネーム） 

事前学習 
楽典⑫の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典⑫の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

第１３回 

ピアノ演奏および弾き歌い⑫ 

楽典⑬（Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ度の和音のカデ

ンツ） 

事前学習 
楽典⑬の箇所を予習しておく。ピアノ課題曲を弾けるようになる

よう毎日練習する。 

事後学習 
楽典⑬の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾けるようになるよう

毎日練習する。 

課題研究 

1 
バイエルの発表、楽典のテスト 

事前学習 
事前に指定されたバイエルの曲を弾けるように毎日練習する。楽

典のテストに向けて理解を深めておく。 

事後学習 ピアノ演奏技術向上のため、継続してバイエルの練習を行う。 

課題研究 

2 
弾き歌いの発表 

事前学習 事前に指定された弾き歌いの曲を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 弾き歌い演奏技術向上のため、継続して弾き歌いの練習を行う。 

 

 

実技科目のため、レポート等による課題研究を実施することができない。そのため、学期末試験期間中にそれまでの学修の成果発表と

してバイエルおよび子どもの歌の弾き歌いの発表を実施する。また、楽典のテストも同時間内に実施する。 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽（幼）/音楽（保育士） （2単位） 

３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 高木 麻衣子 

４．授業形態 演習，講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①ピアノ実技：毎回レベル毎に課題曲を提示するので、次週までに弾けるように練習をしてくること。 

②音楽理論：ほぼ毎回単元別の練習問題を提示するので、次週までに完成させ、疑問点や質問事項は次週に

必ず聞くこと。 

③中間のまとめ（実技、筆記）、期末のまとめ（実技、筆記）を行う。 

④歌唱教材：1曲でも多くのレパートリーを持てるよう、「歌うこと」に積極的な姿勢で臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

① 岡村弘・二宮紀子・杉原由利子編著『これだけは歌って弾こう子どもの歌 厳選 50曲』共同音楽出版社 

② 全音楽譜出版部編『標準バイエル教則本』全音楽譜出版社（※初心者は、購入必須。）                                                              

【参考書】川辺 真著『わかりやすい楽典』音楽之友社 

【教材】 ※各自で必ず購入しておくこと。 

 ・ヘッドフォン 

     ・6.3ｍｍステレオジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

「ピアノが弾けるようになる」ことは技術の習得です。したがって、日々の鍛練を忘れずに積み重ね、努力

すると必ず弾けるようになります。自分を信じて取り組み、出来る喜びを分かち合いましょう。保育・教育

に携わる皆さんが音楽の楽しさ、素晴らしさを次世代に伝えていける伝達者になって欲しいと思っています。

熱心に取り組まれることを期待しています！ 

弾き歌いでは、個々の技量にあった、より多くの曲に触れてほしいと思います。 

13．オフィスアワー 最初の授業時に提示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業ガイダンス（シラバス説明・授業概要）、アンケー

ト、演奏レベルチェック、 

課題曲提示 

事前学習 鍵盤で“ド”の位置を理解しておくこと。 

事後学習 

各自の目標（初級：音符と鍵盤の一体化、中

級：楽譜に忠実に、上級：表現力のある演奏

を目指して）を設定し、各自の演奏レベルに

応じて提示された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノレッスン 

音楽理論①（音部記号・楽譜について） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（音部記号・楽譜につ

いて）に取り組む。 

第３回 
ピアノレッスン 

音楽理論②（音名・変位記号） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（音名・変位記号）に

取り組む。 

第４回 ピアノレッスン 事前学習 各自の目標及び各自のレベルに応じて提示



 

 

音楽理論③（音符と休符） された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り

組む。 

第５回 
ピアノレッスン 

音楽理論④（拍子とリズム） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（拍子とリズム）に取

り組む。 

第６回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論⑤（強弱記号、簡単な楽語） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練

習する。 

音楽理論プリント課題（強弱記号、簡単な楽

語）に取り組む。 

第７回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論⑥（反復記号、装飾音符） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習

する。 

第８回 
中間のまとめ（ピアノ実技発表・音楽理論に関する筆記

試験） 

事前学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習

する。 

事後学習 
各自、期末試験に向けての目標を設定し、そ

れに応じて決めた各自の課題曲を練習する。 

第９回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論⑦（長音階） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（長音階）に取り組む。 

第１０回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論⑧（短音階） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（短音階）に取り組む。 

第１１回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論⑨（コードネームの基本） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（コードネームの基

本）に取り組む。 

第１２回 
ピアノレッスンと弾き歌いレッスン 

音楽理論に関する筆記試験 

事前学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復

習する。 

事後学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。こ

れまでに学習した音楽理論について復習を

する。 

第１３回 
期末のまとめ（ピアノ弾き歌いと実技発表・筆記試験返

却と解説） 

事前学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復

習する。 

事後学習 
実技の復習、これまでに学習した音楽理論に

ついて復習をする。 

課題研究

１ 

中間発表の際に、通常発表に加えて園生活の歌（おはよう・おべんとう）を授業で学んだ奏法を心掛け、発表する。ま

た事後学習として、練習を重ね、暗譜で弾けることを目標にすること。 

課題研究

２ 

期末発表の際に、通常発表に加えて１曲ないし数曲弾き歌いがスムーズに出来るよう、弾き込みを徹底し、発表する。

また事後学習として、更に練習を重ね、暗譜で弾けることを目標にすること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ（小） （2単位） 

３．科目番号 EDEL2305 

２．授業担当教員 下出 美智子 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

1．小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによる「アンサンブル」ができる。 

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

4．音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各回の授業に向けて調べ学習を行う。学んだ内容をレポートとしてまとめる。ピアノ・リコーダーの練習。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

初等科音楽教育研究会編『最新初等科音楽教育法 改訂版 -（2017年告示）小学校学習指導要領準拠 小学

校教員養成課程用-』音楽之友社、2018年 3月刊行 

【参考書】 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 

この他に必要な資料は配付する。   

【教材】※各自で必ず購入しておくこと。 

・ヘッドフォン 

・6.3ｍｍステレオジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

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

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業では音楽とは言っても楽器演奏や歌唱に限らず、様々な素材による音楽表現を楽しみます。五感を澄

まし自分の気持ちを確かめて、表現して下さい。そのような体験を通して、子どもにとって表現教育がどの

ような意味を持つのかを考えましょう。また、音楽技能の向上に向けて日々の練習に励んで下さい。 

13．オフィスアワー 授業内（初回）で連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要、講義目標、授業の進め

方、評価方法の説明） 

遊びから始まる創造的な表現の実際① 

事前学習 
音楽Ⅱ用のファイルを準備し、講義に臨む

こと。 

事後学習 創造的な表現の復習をする。 

第２回 

ピアノ演奏及び弾き歌い①  

小学校共通教材の中から 1曲を選び、ピアノ伴奏（簡

易、コード）を付けて歌う。また、曲に出てくる楽典

の学習を行う。以後、次々、新たな曲に取り組んでい

くが、学習方法は同様のものとなる。 

様々な素材による創造的な表現② 

 ボール、風船、スカーフ、声、身体を素材として表現

する。 

事前学習 
課題曲（ピアノの弾き歌い、創造的な表現）

の練習をする。 

事後学習 

課題曲の復習をする。 

音楽用語や記号を実際の曲と関連づけて演

奏する。 

第３回 
ピアノ演奏及び弾き歌い② 

様々な素材による創造的な表現③  

事前学習 課題曲の練習をする。 

事後学習 
課題曲の復習をする。創造的な表現につい

てノートにまとめる。 

第４回 
ピアノ演奏及び弾き歌い③ 

個人レッスン 

事前学習 課題曲の練習をする。 

事後学習 個人レッスンを基に課題曲の復習をする。 

第５回 
ピアノ演奏及び弾き歌い④ 

様々な素材による創造的な表現⑤ 

事前学習 課題曲の練習をする。 

事後学習 
課題曲の復習をする。創造的な表現につい

てノートにまとめる。 

第６回 ピアノの弾き歌いの発表⑤ 
事前学習 発表会に向けて課題曲の練習をする。 

事後学習 発表会の成果をプリントにまとめる。 

第７回 音楽鑑賞と表現 
事前学習 課題曲について調べる。 

事後学習 課題曲についてノートにまとめる。 

第８回 ピアノ演奏及び弾き歌い⑥ 事前学習 課題曲の練習をする。 



 

 

打楽器の奏法と表現① 

 リズム譜を見て色々な打楽器で演奏する。 
事後学習 課題曲の復習をする。 

第９回 
ピアノ演奏及び弾き歌い⑦ 

個人レッスン 

事前学習 課題曲の練習をする。 

事後学習 個人レッスンを基に課題曲の復習をする。 

第１０回 

ピアノ演奏及び弾き歌い⑧ 

器楽アンサンブル① 

小学校の教材から曲を選びアンサンブル用に編曲す

る。 

事前学習 課題曲の練習をする。 

事後学習 
課題曲の復習をする。編曲の仕方について

ノートにまとめる。 

第１１回 
ピアノ演奏及び弾き歌い⑨ 

器楽アンサンブル② 

事前学習 課題曲の練習をする。 

事後学習 
課題曲の復習をする。編曲した作品につい

てノートにまとめる。 

第１２回 
音楽理論のまとめ⑩ 

ピアノの弾き歌いの発表 

事前学習 
課題曲の練習をする。音楽理論について教

科書（pp.242-245）を学習する。 

事後学習 
発表会の成果をプリントにまとめる。音楽

理論のプリントを仕上げる。 

第１３回 
器楽アンサンブルの発表③ 

これまでのまとめ 

事前学習 課題曲の練習をする。 

事後学習 

発表会の成果をプリントにまとめる。音楽

Ⅱの学びを振り返り自己課題をノートにま

とめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回から第３回までの講義内容をふまえて、課題となった「ピアノの演奏と弾き歌い」「創造的な

表現」の練習を行う。前者については五線紙に楽譜を写譜し歌詞を書く。後者については創作した表現を言葉や楽譜や

図等を使って表す。 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：提出物は第４回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第５回授業終了時に音楽室で行う。 

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

実技については毎回の授業で随時受け付け適宜、指導を行う。 

事後学習：添削指導、質疑応答、意見交換を通して学んだことをまとめる。実技については引き続き練習を重ねる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回から第８回までの講義内容をふまえて、課題となった「ピアノの演奏と弾き歌い」「創造的な

表現」の練習を行う。前者については五線紙に楽譜を写譜し歌詞を書く。後者については楽譜にリズム譜を記入する。 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：提出物は第９回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 10回授業終了時に音楽室で行う。 

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

実技については毎回の授業で随時受け付け適宜、指導を行う。 

事後学習：添削指導、質疑応答、意見交換を通して学んだことをまとめる。実技については引き続き練習を重ねる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ（小） （2単位） 

３．科目番号 EDEL2305 

２．授業担当教員 高木 麻衣子 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

1．小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによる「アンサンブル」ができる。 

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

4．音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ピアノ実技：毎回課題曲を提示するので、次週の授業までに弾けるよう練習してくること。 

グループ活動：お互いに協力し合い、練習をして発表に臨むこと。 

メンバーに迷惑をかけないよう出来るだけ欠席しないこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】1年生の時に使用していた 

阪井恵、有本真紀他著『教員養成課程小学校音楽科教育法』教育芸術社 

もしくは、 

初等科音楽教育研究会編『最新 初等科音楽教育法[改訂版]』音楽之友社 

【参考書】石丸由理監修 佐藤千賀子編著『合奏楽譜百科』ひかりのくに。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

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

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目では、ピアノの演奏技術習得のみならず、「弾き歌い」をはじめとするピアノを用いた音楽活動を

展開していきます。また、グループ活動では一人ひとりの意識が作品に大きな影響を及ぼします。集団でし

か味わえない音楽の素晴らしさを体験しましょう。 

13．オフィスアワー 最初の授業時に提示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス（シラバス説明・授業概要）、アンケー

ト、演奏レベルチェック、課題曲提示 

事前学習 
音楽Ⅰの最終授業で取り組んだ曲を練習し

ておく。 

事後学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノ弾き歌い 

グループ活動①（器楽） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

各自の目標及び各自のレベルに応じた課題

曲を練習（ピアノを弾くだけではなく、同時

に歌も歌えるようによく練習してくること）

する。 

グループ活動における個人練習。 

第３回 
ピアノ弾き歌い 

グループ活動②（器楽） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「歌う」点にも注意しながら、各自の目標及

び各自のレベルに応じて提示された課題曲

を練習する。 

グループ活動における個人練習。 

第４回 
ピアノ弾き歌い 

グループ活動③（器楽） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「歌う」点にも留意しながら、各自の目標及

び各自のレベルに応じて提示された課題曲

を練習する。 

グループ活動における個人練習。 

第５回 
ピアノ弾き歌い   

グループ発表（器楽合奏発表） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

ピアノ実技発表にむけて、各自の目標及び各

自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

第６回 
ピアノ実技発表（弾き歌い） 

トーンチャイム合奏 
事前学習 

ピアノ実技発表にむけて、各自の目標及び各

自のレベルに応じて提示された課題曲を練



 

 

習する。 

事後学習 

「歌う」「表現する」点にも留意しながら、

各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

トーンチャイムの扱い方を覚える。 

第７回 
ピアノ弾き歌い   

鑑賞の学習 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「歌う」「表現する」点にも留意しながら、

各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。「鑑賞」について

復習をする。 

第８回 
ピアノ弾き歌い 

身体表現と音楽の実践 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習してくる。 

事後学習 

「歌う」「表現する」点にも留意しながら、

各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

身体表現と音楽の復習 

第９回 
ピアノ弾き歌い 

コダーイによる音楽教育の実践 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「歌う」「表現する」点にも留意しながら、

各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

コダーイによる音楽教育の復習 

第１０回 
ピアノ弾き歌い 

合唱グループ活動① 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「歌う」「表現する」点にも留意しながら、

各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

合唱グループ活動における個人練習。 

第１１回 
ピアノ弾き歌い 

合唱グループ活動② 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

「歌う」「表現する」点にも留意しながら、

各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

合唱グループ活動における個人練習。 

第１２回 
ピアノ弾き歌い 

合唱グループ活動③ 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

ピアノ実技発表にむけて、各自の目標及び各

自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

グループ活動における個人練習及び発表に

向けての可能な範囲での全体練習。 

第１３回 
ピアノ実技発表（弾き歌い） 

グループ合唱発表 

事前学習 

ピアノ実技発表にむけて、各自の目標及び各

自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

グループ活動における個人練習及び発表に

向けての可能な範囲での全体練習。 

事後学習 
ピアノ実技の復習、またこれまでのグループ

活動の振り返り 

課題研究

１ 

中間発表の際に、通常発表に加え、共通教材（茶摘み・春の小川・もみじ）の中から１曲ないし数曲授業で学んだ方法

で弾けるようにする。また事後学習として、練習を重ね、暗譜で弾けることを目標にすること。 

課題研究

２ 

最終回に筆記小テストを実施する。共通教材にある楽譜上の音符・記号等を理解し、不明な記号があれば、配布された

資料を基に確認し理解しておくこと。事後学習として、採点返却後、間違えたところは全て理解しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
音楽Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SJMP2140 

２．授業担当教員 岡村 弘 

４．授業形態 演習，講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① ピアノ：課題曲を次週までによく練習しておくこと。 

② こどもの歌、手遊び歌のレパートリーを増やす。 

リズム活動の時間は動きやすい服装で参加すること。 

第13回に「弾き歌い」、第11回にグループでの「アンサンブル」、適宜に「手遊び歌」の発表を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

音楽(幼)で使用した教科書を継続使用。 

・上記の教科書以外に必要な楽譜等は、授業内でプリントにして配布予定。 

【参考書】 

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

【教材】※各自で必ず購入しておくこと。 

・ヘッドフォン 

・6.3ｍｍステレオジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

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

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

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

「音楽(幼)」で学んだことを踏まえ、幼稚園・保育所の現場で実践できるようなピアノ演奏技能レベルの

更なる向上を目指し、またリズム活動もまず皆さん自身が体を動かし、子どもたちと楽しく活動できるスキ

ルを身に付けましょう。ピアノ演奏技能の習得には少しずつでも毎日練習することが大事です。また、手遊

び歌、楽器遊び、アンサンブルなどを通じて幼稚園の現場で豊かな音楽活動が展開できるような力をつけて

いきましょう。 

13．オフィスアワー 授業時に通知。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

シラバス説明、授業概要 

経験値に応じた課題曲選曲 

事前学習 今まで学んだこどもの歌の復習。 

事後学習 オリエンテーションで指導されたことの復習。 

第２回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン① 

音楽理論の復習。 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。音楽理論の復習。 

第３回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン② 

コードネームの復習。 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。コードネームの復習。 

第４回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン③ 

リズム活動または手遊び歌の実践① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。リズム活動または手遊び歌の復習。 

第５回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン④ 

リズム活動または手遊び歌の実践② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。リズム活動または手遊び歌の復習。 

第６回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑤ 

リズム活動または手遊び歌の実践③ 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。リズム活動または手遊び歌の復習。 



 

 

第７回 
課題研究 1 の提出と意見交換及び質疑応

答 

事前学習 課題研究の作成。 

事後学習 課題研究の振り返り 

第８回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑥ 

楽器との出会い、楽器を用いたアンサンブ

ル① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。 

第９回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑦ 

楽器との出会い、楽器を用いたアンサンブ

ル② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。 

第１０回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑧ 

楽器との出会い、楽器を用いたアンサンブ

ル③ 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。 

第１１回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑨ 

楽器を用いたアンサンブル発表 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。 

第１２回 
課題研究２の提出と意見交換及び質疑応

答 

事前学習 課題研究の作成。 

事後学習 課題研究の振り返り 

第１３回 

ピアノ演奏及び弾き歌い発表 

発表の振り返りレポート作成・提出 

今後の学びについて 

事前学習 グループごとに発表の練習。 

事後学習 今後の学びについて授業で指導されたことを実践する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：動画サイトなどを参考にして、子ども向けの手遊び歌の中で、子どもと一緒にやりたいと思った歌を

1曲選び、その理由と実際自分がやるときに留意する点を、1000字以内で述べなさい。 

レポート形式：Ａ４レポート用紙 1枚 1000字以内 

実施時期：第７回授業時までに作成する。 

提出期限：第７回授業時に提出する。 

事後学習：第７回授業時に内容について意見交換し、振り返りを行う 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：動画サイトなどを参考にして、自分の好きな子どものうたを 3曲選び、選んだ理由とその曲を歌うこ

とによって子どもから何を引き出そうとしているのか、自分の考えを 1000字以内で述べなさい。 

レポート形式：Ａ４レポート用紙 1枚 1000字以内 

実施時期：第１２回授業時までに作成する。 

提出期限：第１２回授業時に提出する。 

事後学習：第１２回授業時に内容について意見交換し、振り返りを行う 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
音楽Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SJMP2140 

２．授業担当教員 本野 洋子 

４．授業形態 演習，講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

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

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① ピアノ：課題曲を次週までによく練習しておくこと。 

② こどもの歌、手遊び歌のレパートリーを増やす。 

リズム活動の時間は動きやすい服装で参加すること。 

第13回に「弾き歌い」、第11回にグループでの「アンサンブル」、適宜に「手遊び歌」の発表を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

音楽(幼)で使用した教科書を継続使用。 

・上記の教科書以外に必要な楽譜等は、授業内でプリントにして配布予定。 

【参考書】 

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

【教材】※各自で必ず購入しておくこと。 

・ヘッドフォン 

・6.3ｍｍステレオジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

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

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

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

「音楽(幼)」で学んだことを踏まえ、幼稚園・保育所の現場で実践できるようなピアノ演奏技能レベルの

更なる向上を目指し、またリズム活動もまず皆さん自身が体を動かし、子どもたちと楽しく活動できるスキ

ルを身に付けましょう。ピアノ演奏技能の習得には少しずつでも毎日練習することが大事です。また、手遊

び歌、楽器遊び、アンサンブルなどを通じて幼稚園の現場で豊かな音楽活動が展開できるような力をつけて

いきましょう。 

13．オフィスアワー 授業時に通知。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

シラバス説明、授業概要 

経験値に応じた課題曲選曲 

事前学習 今まで学んだこどもの歌の復習。 

事後学習 オリエンテーションで指導されたことの復習。 

第２回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン① 

音楽理論の復習。 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。音楽理論の復習。 

第３回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン② 

コードネームの復習。 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。コードネームの復習。 

第４回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン③ 

リズム活動または手遊び歌の実践① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。リズム活動または手遊び歌の復習。 

第５回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン④ 

リズム活動または手遊び歌の実践② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。リズム活動または手遊び歌の復習。 

第６回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑤ 

リズム活動または手遊び歌の実践③ 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。リズム活動または手遊び歌の復習。 



 

 

第７回 
課題研究 1 の提出と意見交換及び質疑応

答 

事前学習 課題研究の作成。 

事後学習 課題研究の振り返り 

第８回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑥ 

楽器との出会い、楽器を用いたアンサンブ

ル① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。 

第９回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑦ 

楽器との出会い、楽器を用いたアンサンブ

ル② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。 

第１０回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑧ 

楽器との出会い、楽器を用いたアンサンブ

ル③ 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。 

第１１回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑨ 

楽器を用いたアンサンブル発表 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。 

第１２回 
課題研究２の提出と意見交換及び質疑応

答 

事前学習 課題研究の作成。 

事後学習 課題研究の振り返り 

第１３回 

ピアノ演奏及び弾き歌い発表 

発表の振り返りレポート作成・提出 

今後の学びについて 

事前学習 グループごとに発表の練習。 

事後学習 今後の学びについて授業で指導されたことを実践する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：動画サイトなどを参考にして、子ども向けの手遊び歌の中で、子どもと一緒にやりたいと思った歌を

1曲選び、その理由と実際自分がやるときに留意する点を、1000字以内で述べなさい。 

レポート形式：Ａ４レポート用紙 1枚 1000字以内 

実施時期：第７回授業時までに作成する。 

提出期限：第７回授業時に提出する。 

事後学習：第７回授業時に内容について意見交換し、振り返りを行う 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：動画サイトなどを参考にして、自分の好きな子どものうたを 3曲選び、選んだ理由とその曲を歌うこ

とによって子どもから何を引き出そうとしているのか、自分の考えを 1000字以内で述べなさい。 

レポート形式：Ａ４レポート用紙 1枚 1000字以内 

実施時期：第１２回授業時までに作成する。 

提出期限：第１２回授業時に提出する。 

事後学習：第１２回授業時に内容について意見交換し、振り返りを行う 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
音楽Ⅲ （2単位） 

３．科目番号 SJMP3140 

２．授業担当教員 岡村 弘 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「音楽Ⅲ」では「音楽」、「音楽Ⅱ」で習得した技術の上に立って、実習や就職後の実践力の育成を視野に、

保育現場の長期、短期の指導計画に音楽的活動を適切に盛り込むことができるようになるため、あらためて

保育における音楽活動に関わる知識と技術を磨く。子どもが歌うとはどういうことか理解し、適切に教材を

選ぶため、子どもの歌の特徴を理解し、正しく歌い、演奏し、楽器で遊び、身体で表現する。ピアノの弾き

歌いおよび楽器の演奏と合奏の技術をさらに高め、表現の指導法についても深めていく。それらの学習を通

して、個人の素養と、より高い保育･教育実践に必要な知識や技能を習得する。 

８．学習目標 

１．子どもの歌、子どもの発声についての理解を深め、自ら正しく演奏できる。 

２．子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択ができる。 

３．歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動を企画、実践できる。 

４．弾き歌いなど保育者としての音楽能力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．毎回学生各個人の進度に応じたピアノ演奏課題を出す。 

特に、保育士、幼稚園教諭など目標のある学生については、それらの資格に必要なレベルの課題を課す。 

2．器楽合奏およびパフォーマンス発表演奏。 

現場での実践に即した、考える授業づくりのための演習とする。 

10．教科書・参考

書・教材 

1年から 3年まで使用してきた楽譜 

他に必要な資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの発声指導に関する知識を身につけ、自らも正しく演奏できるか。 

２．子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択ができるか。 

３．歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動を企画、実践できるか。 

４．弾き歌いなど保育者としての音楽能力を高められたか。  

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択とその演奏発表    総合点の３０％ 

２ 歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動の企画と実践発表   総合点の３０％ 

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、特に『音楽』『音楽Ⅱ』を修了した皆さんが、実習や就職後の実践力の育成を視野に、さら

に高度のテクニックを身に付けていくために、単に器楽を演奏するテクニックを向上させるのではなく、進

んでそれらのテクニックを応用して指導していく技術を学ぶことを目的としています。従って自主的で積極

的な授業への参加を望んでいます。また、音楽Ⅱにおいて、十分に音楽的技術を習得できなかったと自覚す

る皆さんは、是非この授業で、ピアノの弾き歌いや指導法の技術を高めていってほしいと願っています。 

13．オフィスアワー 最初の授業時間の時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション：本科目の概要と学習目標 

弾き歌い課題提示 

それぞれの学生の進路および進度に見合った課題を

課す。 

子どもの歌の特徴を実際の歌唱を通して体得する中で、 

マイナーコードについて理解する。 

事前学習 

一年次から使用している、子どもの歌曲集の

中から、自分が弾ける程度の曲で、まだ練習

したことのない曲を選び、練習しておく。 

事後学習 
第 1回目に指導された事柄を復習して練習す

る。 

第２回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声についてのメカニ

ズムを知り、正しい発声の仕方を体得するとともに 

マイナーコードの使われ方を理解する。 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い①  

個別レッスンを行い次回課題を課す。 

特に子どもの興味・関心・季節を考慮しながら各学生

が希望する現場でよく使われている曲を選び順次レ

パートリーを増やしていくようにする 

事前学習 
第１回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 
第２回目に指導された事柄を復習して練習

する。発声の仕方について、復習する。 

第３回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正

しい発声で歌えるよう体得するとともに、借用和音に

ついて歌唱している楽譜を通して理解する。 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い②  

事前学習 
第２回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習する。 

事後学習 
第３回目に指導された事柄を復習して練習

する。 



 

 

個別レッスンを行い次回課題を課す。 

特に子どもの興味・関心を考慮しながら各学生が希望

する現場でよく使われている曲を選ぶ 

第４回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正

しい発声で歌えるよう体得する① 

特に生活の中での歌を考える。 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い③   

事前学習 
第３回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 
第４回目に指導された事柄を復習して練習

しておく。 

第５回 課題研究１の提出と意見交換及び質疑応答 
事前学習 課題研究の作成。 

事後学習 課題研究の振り返り 

第 6回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正

しい発声で歌えるよう体得する② 

各季節の歌を考えさせる。 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い④  

 特に子どもにとって美しい発声で歌いながら伴奏を

することに重点を置く。 

旋律を奏でられる楽器を主とした合奏練習。 

 各グループごとのアンサンブル練習を行う。 

その際、ただ単に音を出すだけでなく、美しく音楽作

りができるよう考える 

事前学習 
第４回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 

第６回目に指導された事柄を復習して練習

する。アンサンブルで使う楽器についてその

演奏の仕方を復習しておく。 

第 7回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正

しい発声で歌えるよう体得する③ 

 各季節の歌を考える 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い⑤ 

 特に、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さな

いことに留意することを徹底する。また、楽譜通りの

伴奏が困難な学生はコードによる伴奏を試みる。 

旋律を奏でられる楽器を主とした合奏練習。 

 各グループのアンサンブルを行うなかで、スコアを子

どもたちが演奏しやすいように工夫する。 

事前学習 
第 6回に練習した曲、またはそれが終わった

学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 

第７回目に指導された事柄を復習して練習

する。アンサンブルの記譜法について慣れ

る。 

第 8回 

ピアノ弾き歌い発表演奏 

グランドピアノを使用し、他の学生を幼稚園児と仮定

しロールプレイ形式で行う。演奏発表していない学生

が、子どもたちを演じうまく歌えるような演奏かどう

かを評価し合う。 

事前学習 

弾き歌い発表演奏に向けて課題曲を練習す

る。特に美しく歌うことに重点を置いて学習

することが求められる。 

事後学習 

第８回目に指導された事柄を復習して練習

する。弾き歌いをしている最中に止まってし

まう箇所、などには特に留意して、歌うこと

に重きを置いて練習する。 

第 9回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正

しい発声で歌えるよう体得する④ 

各季節の歌を考える。 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い⑥ 

 特に、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さな

いことに留意することを今回も徹底する。 

事前学習 
第 8回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 

第９回目に弾き歌いで指導された事柄を復

習して練習する。止まらないよう、歌を中心

にして、もしピアノが止まっても、歌を歌っ

て続けて、入ってこられる部分から、ピアノ

伴奏ができるよう練習する。 

第 10回 課題研究２の提出と意見交換及び質疑応答 
事前学習 課題研究の作成。 

事後学習 課題研究の振り返り。 

第 11回 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い⑦ 

 特に歌いながら伴奏をするなかで、しっかり声を出し

ながら、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さ

ないことに留意することを徹底する。 

事前学習 

第 9回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。できる限

り多くのレパートリーが持てるようにして

おく。 

事後学習 

第１１回目に指導された事柄を復習して練

習する。手作り楽器の音の出る原理について

復習しておく。 

第 12回 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い⑧ 

次回発表する曲について、指導を受けた箇所を注意

し、特に歌いながら伴奏をするなかで、しっかり声

を出しながら、少々間違っても絶対に止まったり、

弾き直さないことに留意しながら練習する 

事前学習 

第１１回目に練習した曲、またはそれが終わ

った学生は新しい曲を練習しておく。第１５

回目の弾き歌い発表演奏の曲を決めて練習

を始める。 

事後学習 

第１２回目に弾き歌いで指導された事柄を

復習して練習する。特に第１５回目に演奏す

る曲で留意する点を考えておく。 

第 13回 

弾き歌い発表 

グランドピアノを使用し、実技課題から 1曲を他の学

生が歌えるようロールプレイのような形式で行う。 

事前学習 
今までに学習してきた弾き歌いの曲で、最も

良く弾ける曲を仕上げる。 

事後学習 第１３回目に指導された事柄を復習して練



 

 

 演奏発表していない学生が、子どもたちを演じうまく

歌えるような演奏かどうかを評価し合う。 

これからの音楽の学習、音楽と共にある人生につい

て、学生へのメッセージを送る。 

学生による授業評価 

習する。今後の練習について、授業がなくな

っても続けていけるよう今後の学習計画を

立てる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：動画サイトなどを参考にして、子ども向けの手遊び歌の中で、子どもと一緒にやりたいと思った歌を

1曲選び、その理由と実際自分がやるときに留意する点を、1000字以内で述べなさい。 

レポート形式：Ａ４レポート用紙 1枚 1000字以内 

実施時期：第 5回授業時までに作成する。 

提出期限：第 5回授業時に提出する。 

事後学習：第 5回授業時に内容について意見交換し、振り返りを行う 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：動画サイトなどを参考にして、自分の好きな子どものうたを 1曲選び、選んだ理由とその曲を歌うこ

とによって子どもから何を引き出そうとしているのかを、1000字以内で述べなさい。 

レポート形式：Ａ４レポート用紙 1枚 1000字以内 

実施時期：第 10回授業時までに作成する。 

提出期限：第 10回授業時に提出する。 

事後学習：第 10回授業時に内容について意見交換し、振り返りを行う 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
音楽Ⅲ （2単位） 

３．科目番号 SJMP3140 

２．授業担当教員 本野 洋子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「音楽Ⅲ」では「音楽」、「音楽Ⅱ」で習得した技術の上に立って、実習や就職後の実践力の育成を視野に、

保育現場の長期、短期の指導計画に音楽的活動を適切に盛り込むことができるようになるため、あらためて

保育における音楽活動に関わる知識と技術を磨く。子どもが歌うとはどういうことか理解し、適切に教材を

選ぶため、子どもの歌の特徴を理解し、正しく歌い、演奏し、楽器で遊び、身体で表現する。ピアノの弾き

歌いおよび楽器の演奏と合奏の技術をさらに高め、表現の指導法についても深めていく。それらの学習を通

して、個人の素養と、より高い保育･教育実践に必要な知識や技能を習得する。 

８．学習目標 

１．子どもの歌、子どもの発声についての理解を深め、自ら正しく演奏できる。 

２．子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択ができる。 

３．歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動を企画、実践できる。 

４．弾き歌いなど保育者としての音楽能力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．毎回学生各個人の進度に応じたピアノ演奏課題を出す。 

特に、保育士、幼稚園教諭など目標のある学生については、それらの資格に必要なレベルの課題を課す。 

2．器楽合奏およびパフォーマンス発表演奏。 

現場での実践に即した、考える授業づくりのための演習とする。 

10．教科書・参考

書・教材 

1年から 3年まで使用してきた楽譜 

他に必要な資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの発声指導に関する知識を身につけ、自らも正しく演奏できるか。 

２．子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択ができるか。 

３．歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動を企画、実践できるか。 

４．弾き歌いなど保育者としての音楽能力を高められたか。  

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択とその演奏発表    総合点の３０％ 

２ 歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動の企画と実践発表   総合点の３０％ 

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、特に『音楽』『音楽Ⅱ』を修了した皆さんが、実習や就職後の実践力の育成を視野に、さら

に高度のテクニックを身に付けていくために、単に器楽を演奏するテクニックを向上させるのではなく、進

んでそれらのテクニックを応用して指導していく技術を学ぶことを目的としています。従って自主的で積極

的な授業への参加を望んでいます。また、音楽Ⅱにおいて、十分に音楽的技術を習得できなかったと自覚す

る皆さんは、是非この授業で、ピアノの弾き歌いや指導法の技術を高めていってほしいと願っています。 

13．オフィスアワー 最初の授業時間の時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション：本科目の概要と学習目標 

弾き歌い課題提示 

それぞれの学生の進路および進度に見合った課題を

課す。 

子どもの歌の特徴を実際の歌唱を通して体得する中で、 

マイナーコードについて理解する。 

事前学習 

一年次から使用している、子どもの歌曲集の

中から、自分が弾ける程度の曲で、まだ練習

したことのない曲を選び、練習しておく。 

事後学習 
第 1回目に指導された事柄を復習して練習す

る。 

第２回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声についてのメカニ

ズムを知り、正しい発声の仕方を体得するとともに 

マイナーコードの使われ方を理解する。 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い①  

個別レッスンを行い次回課題を課す。 

特に子どもの興味・関心・季節を考慮しながら各学生

が希望する現場でよく使われている曲を選び順次レ

パートリーを増やしていくようにする 

事前学習 
第１回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 
第２回目に指導された事柄を復習して練習

する。発声の仕方について、復習する。 

第３回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正

しい発声で歌えるよう体得するとともに、借用和音に

ついて歌唱している楽譜を通して理解する。 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い②  

事前学習 
第２回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習する。 

事後学習 
第３回目に指導された事柄を復習して練習

する。 



 

 

個別レッスンを行い次回課題を課す。 

特に子どもの興味・関心を考慮しながら各学生が希望

する現場でよく使われている曲を選ぶ 

第４回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正

しい発声で歌えるよう体得する① 

特に生活の中での歌を考える。 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い③   

事前学習 
第３回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 
第４回目に指導された事柄を復習して練習

しておく。 

第５回 課題研究１の提出と意見交換及び質疑応答 
事前学習 課題研究の作成。 

事後学習 課題研究の振り返り 

第 6回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正

しい発声で歌えるよう体得する② 

各季節の歌を考えさせる。 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い④  

 特に子どもにとって美しい発声で歌いながら伴奏を

することに重点を置く。 

旋律を奏でられる楽器を主とした合奏練習。 

 各グループごとのアンサンブル練習を行う。 

その際、ただ単に音を出すだけでなく、美しく音楽作

りができるよう考える 

事前学習 
第４回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 

第６回目に指導された事柄を復習して練習

する。アンサンブルで使う楽器についてその

演奏の仕方を復習しておく。 

第 7回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正

しい発声で歌えるよう体得する③ 

 各季節の歌を考える 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い⑤ 

 特に、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さな

いことに留意することを徹底する。また、楽譜通りの

伴奏が困難な学生はコードによる伴奏を試みる。 

旋律を奏でられる楽器を主とした合奏練習。 

 各グループのアンサンブルを行うなかで、スコアを子

どもたちが演奏しやすいように工夫する。 

事前学習 
第 6回に練習した曲、またはそれが終わった

学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 

第７回目に指導された事柄を復習して練習

する。アンサンブルの記譜法について慣れ

る。 

第 8回 

ピアノ弾き歌い発表演奏 

グランドピアノを使用し、他の学生を幼稚園児と仮定

しロールプレイ形式で行う。演奏発表していない学生

が、子どもたちを演じうまく歌えるような演奏かどう

かを評価し合う。 

事前学習 

弾き歌い発表演奏に向けて課題曲を練習す

る。特に美しく歌うことに重点を置いて学習

することが求められる。 

事後学習 

第８回目に指導された事柄を復習して練習

する。弾き歌いをしている最中に止まってし

まう箇所、などには特に留意して、歌うこと

に重きを置いて練習する。 

第 9回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正

しい発声で歌えるよう体得する④ 

各季節の歌を考える。 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い⑥ 

 特に、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さな

いことに留意することを今回も徹底する。 

事前学習 
第 8回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 

第９回目に弾き歌いで指導された事柄を復

習して練習する。止まらないよう、歌を中心

にして、もしピアノが止まっても、歌を歌っ

て続けて、入ってこられる部分から、ピアノ

伴奏ができるよう練習する。 

第 10回 課題研究２の提出と意見交換及び質疑応答 
事前学習 課題研究の作成。 

事後学習 課題研究の振り返り。 

第 11回 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い⑦ 

 特に歌いながら伴奏をするなかで、しっかり声を出し

ながら、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さ

ないことに留意することを徹底する。 

事前学習 

第 9回目に練習した曲、またはそれが終わっ

た学生は新しい曲を練習しておく。できる限

り多くのレパートリーが持てるようにして

おく。 

事後学習 

第１１回目に指導された事柄を復習して練

習する。手作り楽器の音の出る原理について

復習しておく。 

第 12回 

個人指導を中心としたピアノ演奏および弾き歌い⑧ 

次回発表する曲について、指導を受けた箇所を注意

し、特に歌いながら伴奏をするなかで、しっかり声

を出しながら、少々間違っても絶対に止まったり、

弾き直さないことに留意しながら練習する 

事前学習 

第１１回目に練習した曲、またはそれが終わ

った学生は新しい曲を練習しておく。第１５

回目の弾き歌い発表演奏の曲を決めて練習

を始める。 

事後学習 

第１２回目に弾き歌いで指導された事柄を

復習して練習する。特に第１５回目に演奏す

る曲で留意する点を考えておく。 

第 13回 

弾き歌い発表 

グランドピアノを使用し、実技課題から 1曲を他の学

生が歌えるようロールプレイのような形式で行う。 

事前学習 
今までに学習してきた弾き歌いの曲で、最も

良く弾ける曲を仕上げる。 

事後学習 第１３回目に指導された事柄を復習して練



 

 

 演奏発表していない学生が、子どもたちを演じうまく

歌えるような演奏かどうかを評価し合う。 

これからの音楽の学習、音楽と共にある人生につい

て、学生へのメッセージを送る。 

学生による授業評価 

習する。今後の練習について、授業がなくな

っても続けていけるよう今後の学習計画を

立てる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：動画サイトなどを参考にして、子ども向けの手遊び歌の中で、子どもと一緒にやりたいと思った歌を

1曲選び、その理由と実際自分がやるときに留意する点を、1000字以内で述べなさい。 

レポート形式：Ａ４レポート用紙 1枚 1000字以内 

実施時期：第 5回授業時までに作成する。 

提出期限：第 5回授業時に提出する。 

事後学習：第 5回授業時に内容について意見交換し、振り返りを行う 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：動画サイトなどを参考にして、自分の好きな子どものうたを 1曲選び、選んだ理由とその曲を歌うこ

とによって子どもから何を引き出そうとしているのかを、1000字以内で述べなさい。 

レポート形式：Ａ４レポート用紙 1枚 1000字以内 

実施時期：第 10回授業時までに作成する。 

提出期限：第 10回授業時に提出する。 

事後学習：第 10回授業時に内容について意見交換し、振り返りを行う 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
介護概論 （2単位） 

３．科目番号 SNMP1109 

２．授業担当教員 岡田 稔 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
介護福祉コースの学生以外は履修できない 

７．講義概要 

本教科は｢介護｣の基盤となる。[介護を必要としている人]を生活の観点から捉え、その人の生き方、暮ら

し方、生活習慣など、その人らしさを大切にすることから、「尊厳の保持」「自立支援」という介護の考え方

を理解し、明確にしていくことを目的とする。 

｢人間と社会｣の学習と関連付けながら、介護現場の事例や視聴覚教材を通して、｢介護｣についての考えを

深めていけるよう授業を展開する。 

８．学習目標 

介護概論が終了した時点で、下記の目標達成をすることが期待される。 

1. 介護の専門職を取り巻く状況を理解でき、介護の今日的課題を把握することができる。 

2. 介護の専門職の役割と機能を支えるしくみが理解でき、実践できる能力を養うことができる。 

3. 尊厳を支える介護が理解でき、要介護者への支援において常に把握できている。 

4. 自立に向けた介護が理解でき、生活支援で活用することができる。 

5. 介護を必要とする人が理解でき、要介護者主体の介護が展開できる。 

6. 介護サービスが理解でき、利用する人々と介護のあり方を明確にすることができる。 

7. 介護実践における連携が理解でき、チ－ムアプローチの心構えを養うことができる。 

8. 介護従事者の倫理の重要性が理解でき、人間性について考えることができる。 

9. 介護における安全の確保とリスクマネジメントが理解でき、介護場面での具体的な手法を把握することが 

できる。 

10.介護従事者の安全が理解でき、腰痛予防や手洗いなど健康管理を実践できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 

課題研究1については、6回目の授業を踏まえてレポート作成をしてもらう。課題研究1.2を必ず提出するよ

うにしてください。 

その他授業中にミニレポートとしてまとめて提出してもらう。 

全授業終了後、各自のノートを提出してもらう。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『新・介護福祉士養成講座３ 介護の基本Ⅰ』中央法規出版。   

『新・介護福祉士養成講座４ 介護の基本Ⅱ』中央法規出版。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 介護福祉士を取り巻く状況を理解でき、役割と機能を支えるしくみが理解できたか。 

2. 尊厳を支える介護、自立に向けた介護が理解できたか。 

3. 介護を必要とする人が理解できたか。 

4. 介護サービスが理解でき、介護実践における連携やチ－ムアプローチの心構えについて理解できたか。 

5. 介護従事者の倫理の重要性や介護における安全の確保とリスクマネジメントが理解できたか。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度を総合的に評価する] 

1.授業ノート提出・評価 40％ 

2.レポート    40％ 

3.授業態度 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「人間と社会」と関連付けながら学習してください。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

「介護概論」のねらいと、単元の解説 

テーマ「介護福祉士が理解する介護とは」 

 介護とは何かを、歴史的な経過から介護が必要になっ

た理由に触れながら、考えていく。 

事前学習 

シラバスを読み、本教科の内容を理解する。

学習用ノート、資料等を整理するファイルを

用意する。 

「介護」とは何か考える。 

事後学習 「介護とは何か」を整理する。 

第２回 

テーマ「生活の理解」 

年齢とともに変化する生活を理解し、各自の 1日の生

活をグループで比較し、さまざまな生活があることを

より理解する。 

事前学習 自分の 1日の生活をまとめる。 

事後学習 日常生活の特性を整理する。 

第３回 

テーマ「介護を必要とする人の理解」 

生活史、価値観、生活習慣、生活様式の多様性から、

その人らしさ、生活のニーズを理解する。 

事前学習 
介護の基本Ⅰ p.107 の事例を読み、生活ニ

ーズの個別性を考える。 

事後学習 
「その人らしさ」「生活のニーズ」について整

理する。 

第４回 

テーマ「自立に向けた介護」 

自立と自律、自己決定と自己選択、自立支援について

理解し、個別ケア、ICFの考え方など事例を通して「自

立に向けた介護」を理解する。 

事前学習 
施設での生活においてこの部分だけは尊重

してほしいと思うことを挙げてみる。 

事後学習 「こころの自立」について整理する。 

第５回 テーマ｢尊厳を支える介護｣ 事前学習 介護の基本Ⅰ pp.163~164の事例を読み、利



 

 

QOL、ノーマライゼーション、利用者主体の考え方を

学習し、人間はどのような状況であろうとも、尊厳を

支える介護の重要性を理解する。 

レポート課題：事例から｢尊厳を支える介護｣について論

述する(Ａ4/1枚) 

用者の立場から考える。 

事後学習 
「尊厳を支える介護」について整理し、レポ

ートに活かす。 

第６回 

テーマ「介護従事者の倫理」 

身体拘束や虐待、権利擁護やプライバシーの保護、個

人情報の保護など、事例を通して、介護の現場で求め

られる倫理について理解する。 

事前学習 なぜ介護福祉士に倫理が必要なのか考える。 

事後学習 
身体拘束がもたらす多くの弊害について整

理する。 

第７回 

テーマ「介護の専門性・独自性」 

介護に対する社会的承認や評価、それを基盤とする法

制度、免許や業務などを学習し、介護の専門性、独自

性について理解する。 

事前学習 「お世話」と「介護」の違いを考える。 

事後学習 
介護福祉士に求められる専門性について整

理する。 

第８回 

テーマ「生活の場における介護」 

介護を必要としている人が生活をしている在宅や施

設での介護のあり方を理解する。 

事前学習 
介護が必要としている人の生活の場所を調

べて、生活障害を考える。 

事後学習 生活の場における介護の在り方を整理する。 

第９回 

テーマ「介護福祉士を取り巻く状況」 

介護の歴史や少子高齢化、介護問題の背景を学習し、

介護の社会化など介護の今日的課題を考えていく。 

レポート課題：「介護の今日的課題」について論述する 

(Ａ4/1枚) 

事前学習 
介護の基本Ⅱ p.8 を読み、「求められる介護

福祉士像」を考える。 

事後学習 
「2015年の高齢者介護」に向けたケアモデル

の転換について整理し、レポートに活かす。 

第１０回 

テーマ「介護福祉士の役割と機能を支えるしくみ」 

社会福祉士法及び介護福祉士法、専門的職能団体の活

動を通し、介護福祉士の役割と機能を支えるしくみを

理解する。 

事前学習 
介護の基本Ⅱ p.11、pp.1~6行を読み、介護

の定義規定の変更を考える。 

事後学習 介護福祉士の役割について整理する。 

第１１回 

テーマ「介護実践における連携」 

保健、医療、福祉など多職種、地域のサービス、地域

包括支援センターなどの機能と役割、連携を理解す

る。 

事前学習 
介護に関係する他職種を調べて、連携のあり

方を考える。 

事後学習 
地域連携にかかわる機関の機能と役割につ

いて整理する。 

第１２回 

テーマ「介護における安全の確保」 

介護における観察、的確な技術、予測と分析能力の重

要性を理解する。施設や在宅で起こりやすい事故とそ

の安全対策や災害対策を学習する。さらに感染予防の

基礎知識、意義、管理を学習する。 

事前学習 
介護における安全安心を理解し、転倒した時

の対応を考える。 

事後学習 
介護場面における 1ケア、１手洗いの徹底に

ついて整理する。 

第１３回 

テーマ「介護従事者の安全」 

ストレスや燃え尽き症候群など心の健康対策、身体の

健康管理として、感染対策、腰痛対策を学習し、介護

従事者としての健康管理の必要性を理解する。さら

に、労働基準法、労働衛生法を学習し、介護従事者と

しての安全と健康を理解する。 

事前学習 
自分の普段のストレスをどのように解消し

ているか考える。 

事後学習 
介護従事者としての安全と健康について整

理する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ「介護を必要とする人の理解手介護支援の基本的考え方」ついて 1回から 6回までの授業を踏まえて。 

提出形式：レポート形式でまとめる。A4用紙 1～2枚程度、手書き不可。 

実施時期：6回目の授業終了後に行う。 

提出期限：7回目の授業にて提出。提出方法は後日通知する。 

     提出後、添削し、評価して返却する。 

事後学習：1回から 6回の内容について、説明できるようにまとめておくようにする。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ「介護における今日的課題」ついて授業を振り返り考察する。 

提出形式：レポート形式でまとめる。A4用紙 1～2枚程度、手書き不可。 

実施時期：13回の授業終了後に行う。 

提出期限：13回目の授業終了後に提出。提出方法は後日通知する。 

     提出後、添削し、評価して返却する。 

事後学習：7回～13回の授業の振り返りを行う。 
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１．科目名（単位数） 介護概論 （2単位） 

３．科目番号 

SBMP2309 

SSMP2109 

SCMP2309 

PSMP2409 
２．授業担当教員 櫻井 恵美 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講座は、高齢者福祉論との関連において、介護が必要な高齢者に対する支援を中心に進めていく。 

高齢者の特性と生活について理解を深めたうえで、生活支援の在り方を考え、介護の実践では、自立への

支援、尊厳ある介護の理解を学習し、介護実践の基本を理解できるように授業を進めていく。特に根拠を持

った介護実践が行えるように、介護過程と介護実技を学習して理解を深めていく。また、今後増加する認知

症高齢者や精神的支援が必要な高齢者の介護についても授業を行なう。 

８．学習目標 

介護概論が終了した時点で、下記について目標達成することが期待される。 

１．高齢者の特性からくる生活障害や、介護が必要となる状況を理解でき、快適な生活環境を考えることが

できる。 

２．高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護需要について理解し、介護の今日的課題つい

て考えることができる。 

３．高齢者を支援する専門職の役割の理解と専門職間の連携の在り方を考えることができる。 

４．介護の概念、理念と対象について理解でき、社会福祉士など専門職としての役割と結び付けることがで

きる。 

５．介護は介護過程に基づいて行われることを理解し、専門性について考えることができる。 

６．認知症及び精神的支援が必要な高齢者に対する介護について理解ができ、その応用力を身につけること

ができる。 

７．終末期の介護を理解し、終末期における尊厳の保持（人間観や倫理）について考えることができる 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

①「利用者の尊厳を守り、自立を支援するために必要な知識･技術･倫理」のテーマで、第 4回の授業内での

グループディスカッションを踏まえたうえで、自分の考えを記述する。（A4レポート用紙 1枚程度） 

②授業を通して、「社会福祉士等の専門職が介護を理解する意義」について、自分の考えを記述する。（A4レ

ポート用紙1枚程度） 

③授業を通して、社会福祉士等の専門職が介護を理解する意義について、自分の考えをまとめる。(指定用

紙配布) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『新・社会福祉士養成講座 13 高齢者への支援と介護保険制度』 

第 5版、中央法規出版 2016 

その他、授業中にプリントを配布する。参考書については、適宜紹介する。 

【教材】 

DVD、CDなどの視聴覚教材を使用する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 介護福祉士を取り巻く状況を理解でき、役割と機能を支えるしくみが理解できたか。 

2. 尊厳を支える介護、自立に向けた介護が理解できたか。 

3. 介護を必要とする人が理解できたか。 

4. 介護サービスが理解でき、介護実践における連携やチ－ムアプローチの心構えについて理解できたか。 

5. 介護従事者の倫理の重要性や介護における安全の確保とリスクマネジメントが理解できたか。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度を総合的に評価する] 

1.授業ノート提出・評価 40％ 

2.レポート    40％ 

3.授業態度 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・講義･演習ともに積極的に取り組み、提出物は必ず期限内に提出して下さい。 

・不明な点は質問し、解決できるようにしてください。 

・授業ではグループディスカッションを取り入れます。自分の意見をしっかりと述べ、他者の意見をしっか 

り聴いてください。明らかにディスカッション等に参加していないと判断した場合には欠席とします。 

・授業中、他者に迷惑をかける行為は禁止します。注意しても改善が見られない場合は欠席とします。 

・やむを得ず遅刻･早退･欠席をする場合は、必ずその理由を申し出るとともに、授業内で配布されたプリン

トを取りに来て下さい。何もない場合は減点対象とします。 

13．オフィスアワー 第 1回の講義で説明します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

受講ガイダンス 

介護の概念･理念、介護の対象 

介護の概念・理念と原則、介護の対象者について理解し、

社会福祉士が介護を学ぶ必要性について考える。 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 
社会福祉士や精神保健福祉士など専門職の

支援の理念について確認する。 

第２回 
高齢者を理解する① 加齢に伴う身体の変化 

介護の対象者である高齢者の身体的特徴、高齢者に多い
事前学習 

高齢者の姿勢、立ち座り、歩き方を観察す

る。 



 

 

疾病について理解するとともに、加齢に伴う身体機能の

変化が生活に及ぼす影響について理解する。 
事後学習 

加齢に伴う身体機能の変化が生活に及ぼす

影響についてまとめる。 

第３回 

高齢者を理解する② 加齢に伴うこころの変化 

介護の対象者である高齢者のこころの特徴、老いの受容

について理解するとともに、加齢に伴うこころの変化が

生活に与える影響について理解する。 

事前学習 
高齢者の性格傾向(パーソナリティ特性に

ついて調べておく。 

事後学習 
加齢に伴う暮らし方や社会生活、人間関係

の変化について整理する。 

第４回 

介護の基本原則；高齢者介護と自立支援、尊厳を支える

介護(グループディスカッション) 

介護の原則である尊厳について考え、尊厳を支える介

護・自立支援とはについて、具体的なイメージができる。 

事前学習 自立、尊厳について調べておく。 

事後学習 

グループディスカッションから、利用者の

尊厳を守り、自立を支援するために必要な

知識･技術･倫理それぞれについてまとめ

る。第 5回の授業で提出。 

第５回 

高齢者を支える専門職の役割と連携 事例検討 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための支援に

ついて考え、地域包括支援システムの概要について理解

する。 

 
地域包括ケアシステムについて調べ、概要

を確認しておく。 

 
グループディスカッションから、演習シー

トを整理する。 

第６回 
介護過程の基礎的理解 

介護過程の意義と展開過程、ICFについて理解する。 

事前学習 ICFについて調べておく。 

事後学習 アセスメントについて整理する。 

第７回 

日常生活における介護① 住環境整備、生活援助 

高齢者が安全に、安心して暮らせる生活環境の整備につ

いて、その方法や留意点を理解する。 

事前学習 
高齢者の家庭内の事故について調べてお

く。 

事後学習 
生活支援のあり方、環境整備の重要性につ

いて整理する。 

第８回 

日常生活における介護② 移動、睡眠の介護(演習) 

車いす介助の方法を体験的に学ぶ。高齢者に多い睡眠障

害への対応について理解する。 

事前学習 車いすの種類、特徴について調べておく。 

事後学習 
移動、睡眠の介護の意義と介護上の留意点

を整理する。 

第９回 

日常生活における介護③ 食事の介護、口腔ケア(演習) 

高齢者の食事におけるリスクと食事介護の重要性につ

いて理解する。 

事前学習 咀嚼と嚥下のしくみについて調べておく。 

事後学習 
食事介護の意義と介護上の留意点を整理す

る。 

第１０回 

日常生活における介護④ 清潔、整容の介護 

清潔・整容の介護の重要性とその介護について理解す

る。 

事前学習 
教科書の「清潔の介護」「整容の介護」を読

んでおく。 

事後学習 
清潔、整容の介護の意義と介護上の留意点

を整理する。 

第１１回 

日常生活における介護⑤ 排泄の介護 

排泄介護の方法と留意点について理解するとともに、排

泄介護を受ける高齢者の心理的負担について理解する。 

事前学習 
摂食から排泄までのしくみについて調べて

おく。 

事後学習 
排泄介護の意義と介護上の留意点を整理す

る。 

第１２回 

認知症高齢者に対する介護の基本 (グループディスカ

ッション) 

認知症高齢者に対する支援のあり方や方法について理

解するとともに、認知症高齢者を介護する家族が抱える

種々の課題について理解し、支援のあり方、方法につい

て理解する。 

事前学習 課題研究Ⅱのレポートを復習しておく。 

事後学習 

認知症の中核症状・BPSD について整理し、

認知症高齢者への対応および家族支援につ

いて整理する。 

第１３回 

終末期の介護  終末期ケア、グリーフケア 

終末期の介護の方法、終末期におけるさまざまな選択と

意思決定を支援する専門職のあり方について理解する 

事前学習 死の受容過程について調べておく。 

事後学習 
終末期ケアにおける高齢者や家族の支援に

ついて、社会福祉士の役割を整理する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：認知症の原因疾患と主な症状について、テキストや参考文献を調べ、指定用紙にまとめなさい。 

レポート形式：実施前に指定用紙を配布します。 

実施時期：第 9回の授業後に実施する 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導を行い、質疑応答・意見交換を第 12回の授業で行う。 

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

事後学習：認知症の中核症状、BPSD について整理する。レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだ

ことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：これまでの授業を通して、社会福祉士または精神保健福祉士が介護を学ぶ意義についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1400～1500字程度）、タイトル、学籍番号、氏名を書いた表紙をつけること。 

実施時期：第 11回の授業後に実施する 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導を行い、質疑応答・意見交換を第 13回の授業で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も随時受付適宜指導する。 

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

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　高齢者福祉施設において、介護職の実務にかかわってきた知見を活かし、「7」に示した講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位

数） 
外国語（2 単位） 

３．科目番号 
EDEL2322 

SSMP3646 
２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

2020 年度に新学習指導要領が全面実施となるのに伴い、小学校では外国語活動（中学年）と外国語（高学年）

が新たに加わることとなる。本講義では、小学校における外国語活動・外国語科の授業実践に必要な実践的

な英語運用力と英語に関する背景的な知識を身に付けることを目標とする。場面に応じた教室英語の使用を

始めとした、授業を実践する上で必要な英語力（聞く・話す・読む・書く）とそれを支える背景知識（英語の

音声、語彙、文構造や異文化理解）を培っていく。また、授業実践に必要な４技能は、関連した背景知識（音

声、文字等）が授業内で扱われる際に実践の機会を併せて設けることで養っていくようにする。 

８．学習目標 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができる。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な

背景的な知識を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て丁寧に予習と復習を行うこと。 

レポート課題： 

1．「第二言語習得理論」の英語教育への応用に関するレポート 

2．「英語の語彙」に関するレポート                  

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

酒井英樹・滝沢雄一・亘理陽一『小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ－小学校外国語
科内容論』三省堂。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができたか。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な
背景的な知識を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

・受講にあたっては、事前学習と事後学習を丁寧に行い、授業中は、受講者全員を思いやり、授業に集中し、 

多くの知識・技能を習得してください。 

・ 外国語活動・外国語科の授業を行う上で必要な実践的な英語力を身に付けるための活動を毎時間行うの

で、しっかり準備し、授業に臨んでください。  

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
第 1 章 コミュニケーション能力 

事前学習 
教科書第 1 章を読み、外国語教育におけるコ
ミュニケーション能力の扱いを把握する。 

事後学習 

外国語教育におけるコミュニケーション能

力について再度教科書の該当部分を熟読す

る。 

第２回 第 2 章 第二言語習得理論 

事前学習 
教科書第 2 章を読み、第二言語習得理論に関

する基本的な事柄を把握する。 

事後学習 
第二言語習得に関する基本的な事柄につい

て再度教科書の該当部分を熟読する。 

第３回 第 3 章 英語の音声：音素・母音・子音 

事前学習 

教科書第 3 章を読み、英語の音声、特に、音

素・母音・子音に関する基本的な事柄につい

て把握する。 

事後学習 
音素・母音・子音に関する基本的な事柄につ

いて再度教科書の該当部分を熟読する。 

第４回 第３章 英語の音声：プロソディー・音変化 

事前学習 
英語の音声、特に、プロソディー・音変化に

関する基本的な事柄について把握する。                

事後学習 
プロソディー・音変化に関する基本的な事柄

について再度教科書の該当部分を熟読する。 

第５回 第 4 章 英語の文字   

事前学習 
教科書第 4 章を読み、英語の文字に関する基

本的な事柄について把握する                 

事後学習 
英語の文字に関する基本的な事柄について

再度教科書の該当部分を熟読する。                 



 

 

第６回 第 6 章 英語の書き方 

事前学習 
教科書第 6 章を読み、英語の書き方について

把握する。 

事後学習 
英語の書き方について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第７回 第 8 章 英語の語彙 

事前学習 
教科書第 8 章を読み、英語の語彙に関する基

本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語の語彙に関する基本的な事柄について

再度教科書の該当部分を熟読する。 

第８回 英語の文法：文・文の構造 

事前学習 

印刷教材を読み、英語の文法、特に文と文の

構造に関する基本的な事柄について把握す

る。 

事後学習 
英語の文と文の構造に関する基本的な事柄

について理解を深める。 

第９回 英語の文法：文法の指導             

事前学習 
印刷教材を読み、英語の文法の指導に関する

基本的な事項について把握する。 

事後学習 
英語の文法指導の基本的な事項について理

解を深める。            

第１０回 第 10 章 相互作用の中で生じる発話の意味と働き      

事前学習 
教科書第 10 章を読み、コミュニケーション

における働きについて把握する。                  

事後学習 
コミュニケーションにおける働きについて

再度教科書の該当部分を熟読する。                                     

第１１回 第 13 章 絵本を選ぶ視点 

事前学習 
教科書第 13 章を読み、絵本を選ぶ視点につ
いて把握する 

事後学習 
絵本を選ぶ視点について再度教科書の該当

部分を熟読する。 

第１２回 第 15 章 異文化理解 

事前学習 
教科書第 15 章を読み、異文化理解について
把握する。 

事後学習 
異文化理解について再度教科書の該当部分

を熟読する。 

第１３回 
総まとめ：13 回の授業の重要事項の確認 質疑応答 
授業評価 

事前学習 
既習事項について整理しておき、疑問点があ
れば質問を準備しておく。 

事後学習 既習事項を総復習して、試験に備える。 

課題研究 

1 

研究課題テーマ：『日本語のローマ字表記である訓令式とヘボン式の違い及び日本の英語学習における位置づけについ

て』というテーマで、レポートを作成しなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度）、横書き   参考文献：教科書第 7 章 

実施時期：第 5 回目授業終了後 

提出期限：第 7 回目の授業開始時に提出 

事後学習：第９回目の授業の中で行われるレポートに関するフィードバック・質疑応答・意見交換に参加し、添削され

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

よう心がける。 

課題研究 

2 

研究課題テーマ：『現代社会における英語の役割』というテーマで、レポートを作成しなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度）、横書き   参考文献：教科書第 11 章 

実施時期：第９回授業終了後 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出。 

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

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

すよう心がける。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
外国語（2単位） 

３．科目番号 
SJEL1411 

EDEL2322 
２．授業担当教員 澁井 とし子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

2020年度に新学習指導要領が全面実施となるのに伴い、小学校では外国語活動（中学年）と外国語（高学年）

が新たに加わることとなる。本講義では、小学校における外国語活動・外国語科の授業実践に必要な実践的

な英語運用力と英語に関する背景的な知識を身に付けることを目標とする。場面に応じた教室英語の使用を

始めとした、授業を実践する上で必要な英語力（聞く・話す・読む・書く）とそれを支える背景知識（英語の

音声、語彙、文構造や異文化理解）を培っていく。また、授業実践に必要な４技能は、関連した背景知識（音

声、文字等）が授業内で扱われる際に実践の機会を併せて設けることで養っていくようにする。 

８．学習目標 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができる。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な

背景的な知識を身に付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て丁寧に予習と復習を行うこと。 

レポート課題： 

1．「第二言語習得理論」の英語教育への応用に関するレポート 

2．「小学校英語教育」に関するレポート                    

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

小川隆夫・東仁美『小学校英語はじめる教科書 外国語科・外国語活動指導者養成のために－コア・カリキ
ュラムに沿って－』mpi松香フォニックス。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語力を、授業場面を意識

しながら身に付けることができたか。 

2. 小・中学校の継続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な
背景的な知識を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

復習テスト      30％ 

レポート課題     40％ 

コースワーク（授業中の態度、言語活動参加度を含む。）  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

・受講にあたっては、事前学習と事後学習を丁寧に行い、授業中は、受講者全員を思いやり、授業に集中し、 

多くの知識・技能を習得してください。 

・ 外国語活動・外国語科の授業を行う上で必要な実践的な英語力を身に付けるための活動を行うので、積極

的に授業に臨んでください。  

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。           

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、 
Unit 1 小学校英語教育の変遷 

事前学習 教科書 Unit 1を読み、小学校英語の変遷を把握する。 

事後学習 
小学校英語の変遷について再度教科書の該当部分を熟
読する。 

第２回 
Unit 2 英語の音声 
Unit 3 発音と綴りの関係 
●課題研究１提出 

事前学習 
教科書 Unit 2、3 を読み、英語の音声に関する基本的

な事柄を把握する。 

事後学習 
英語の音声に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第３回 Unit 4 英語の文構造・文法 

事前学習 
教科書 Unit 4を読み、英語の文構造・文法に関する基

本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語の文構造・文法に関する事柄について再度教科書

の該当部分を熟読する。 

第４回 Unit 5 英語の語彙 

事前学習 
教科書 Unit 5を読み、英語の語彙に関する基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
英語の語彙に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第５回 Unit 6 第二言語習得に関する基本的な知識 

事前学習 
教科書 Unit 6を読み、第二言語習得に関する基本的な

知識ついて把握する。 

事後学習 
第二言語習得に関する基本的な知識について再度教科

書の該当部分を熟読する。 



 

 

第６回 
Unit 7 児童文学（絵本） 
レポート課題１提出 

事前学習 
教科書 Unit 7を読み、児童文学（絵本）の基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
児童文学の絵本について再度教科書の該当部分を熟読

する。 

第７回 
Unit 8 児童文学（子ども向けの歌や詩） 
 

事前学習 
教科書 Unit 8を読み、子ども向けの歌や詩に関する基

本的な事柄について把握する。 

事後学習 
子ども向けの歌や詩に関する事柄について再度教科書

の該当部分を熟読する。 

第８回 
Unit 9 異文化理解 
●課題研究 2提出 
 

事前学習 
教科書 Unit 9を読み、異文化理解に関する基本的な事

柄について把握する。 

事後学習 
異文化理解に関する事柄について再度教科書の該当部

分を熟読する。 

第９回 
Unit 11 英語コミュニケーション（聞くこと） 
 

事前学習 
教科書 Unit 11 を読み、英語コミュニケーションの聞

くことについて基本的な事柄を把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの聞くことについて再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第１０回 Unit 12 英語コミュニケーション（読むこと） 

事前学習 
教科書 Unit 12 を読み、英語コミュニケーションの読

むことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの読むことについて再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第１１回 
Unit 13 英語コミュニケーション（話すこと） 
レポート課題 2提出 
 

事前学習 
教科書 Uni13を読み、英語コミュニケーションの話す

ことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの話すことについて再度教科

書の該当部分を熟読する。 

第１２回 
Unit 10 英語の書き方、 
Unit 14 英語コミュニケーション（書くこと） 

事前学習 
教科書 Unit10と 14を読み、英語コミュニケーション
の書くことに関する基本的な事柄について把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーションの書くことについて再度教科
書の該当部分を熟読する。 

第１３回 
Unit 15 英語コミュニケーション（領域統合
型の言語活動） 
復習テスト 

事前学習 
教科書 Unit 15 を読み、英語コミュニケーション（領
域統合型の言語活動）に関する基本的な事柄について
把握する。 

事後学習 
英語コミュニケーション（領域統合型の言語活動）につ
いて再度教科書の該当部分を熟読する。 

課題研究

1 

レポート課題：「小学校外国語の意義について」まとめる 
  テキスト第二部 Unit1「小学校教育の変遷」を学習した後に、小学校中学年についてテスト第三部 Unit 4「外国語 

（英語）活動のねらいと活動のあり方」（pp. 146-149）と小学校高学年について第一部 Unit 1「学習指導要領に見 
る外国語活動と外国語」（pp. 10-13）を読み、小学校中学年ではどのような外国語活動の学びがあるのか、そして 
高学年ではどのような外国語の学びがあるのか、違いは何かを中学年と高学年に分けてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,300字程度） 
実施時期：第 1回目の授業後に実施する。 
提出期限：第 2回目の授業開始時に提出する。 
事後学習：提出後添削指導、質疑応答を行う。質問がある場合には、その後も随時受付適宜指導する。 

レポート作成と添削指導、質疑応答を通し、学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

レポート課題：「小学校の授業に必要な発達心理学の基礎、及び児童の認知・情緒発達の大事な点」をレポートにまとめ 
る。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,500字程度） 
実施時期：第 8回授業終了時後に実施する。 
提出期限：第 9回授業開始時に提出する。 
事後学習：提出後、添削して返却するので、間違った解釈をしている部分はないか確認すること。 

小学校で外国語（英語）を行う意義を再度確認し、授業を行う上で大切な点をまとめておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
介護総合演習Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 SNMP2163 

２．授業担当教員 荻野 基行 

４．授業形態 
講義 演習（カンファレンス グループワーク ロールプレイン

グ） 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
介護実習Ⅰの配属要件を満たしていること 

７．講義概要 

実習の意義と目的を解説し、実習の目標を明確にすることで、主体的に実習に取り組めるように準備を進

めていく。また実習に必要な記録の書き方、コミュニケーション、施設や職員、利用者等について学習する。 

カンファレンスについては、その進め方、司会・書記・メンバーの役割を学習し、テーマに沿った有意義

なカンファレンスが行えるようにする。 

実習をイメージした実践的なコミュニケーションを身につけられるようにロールプレイング等を行い、コ

ミュニケーション能力を高めていく。 

８．学習目標 

１．実習の意義と重要性を理解し、説明することができる。 

２．実習Ⅰの目的を理解する。 

３．実習Ⅰの目標、実習内容を明確にする。 

４．実習施設の概要（施設、職種、利用者）について理解する。 

５．実習記録の書き方を理解する。 

６．実践的なコミュニケーション能力を身につける。 

７．カンファレンスの進め方、役割を理解する。 

８．テーマに沿ったカンファレンスが実践できる。 

９．実習における個人情報保護について理解する。 

10．介護福祉士の倫理について理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題(1ページ40行×30文字で1枚程度) 

（テーマ） 

１．「介護実習で何を学ぶか」 

２．「他職種の概要」 

その他、実習課題のファイルに沿って、授業で指示する。 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】『介護総合演習・介護実習』中央法規出版 「介護実習の手引き」（授業で配付） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．実習の意義と重要性を理解し、説明することができるか。 

２．実習Ⅰの目的を理解できるか。 

３．実習Ⅰの目標、実習内容を明確にできるか。 

４．実習施設の概要（施設、職種、利用者）について理解できるか。 

５．実習記録の書き方を理解できるか。 

６．実践的なコミュニケーション能力を身につけられるか。 

７．カンファレンスの進め方、役割を理解できるか。 

８．テーマに沿ったカンファレンスが実践できるか。 

９．実習における個人情報保護について理解できるか。 

10．介護福祉士の倫理について理解し、説明することができるか。 

○評定の方法 

授業への参加態度 50% 提出物・レポート 50% 

12．受講生への 

メッセージ 

効果的な実習を行うために重要な科目である。授業には真剣にとりくむこと。授業中の私語、スマートフォ

ン等の使用は禁止。わからないことはそのままにせず必ず質問をして理解すること。授業中の態度や理解度、

欠席状況によっては、実習の配属を見合わせることもある。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション  

介護総合演習の位置づけ・目的 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「介護総合演習の位置づ

け・目的」についてまとめる。 

第２回 介護実習の意義と目的・目標 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「介護実習の意義と目的」

についてまとめる。 

第３回 介護実習の種類と実習内容 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「介護実習の種類」につい

てまとめる。 

第４回 
介護実習前に何を学ぶべきか  

【レポート１】 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「介護実習前に何を学ぶ

べきこと」についてまとめる。 



 

 

 

第５回 事前学習の内容と方法 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「事前学習の内容と方法」

についてまとめる。 

第６回 実習記録や日誌のまとめ方 

事前学習 
テキストの該当箇所、「実習の手引き」 p.14

を熟読し要点をまとめる。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「実習記録や日誌のまと

め方」についてまとめる。 

第７回 
利用者と出会い、その暮らしを知るコミュニケーショ

ンの実践を軸にした介護実習 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「利用者と出会い、その暮

らしを知る介護実習」についてまとめる。 

第８回 介護技術の実践を軸にした介護実習 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「介護技術の実践を軸に

した介護実習」についてまとめる。 

第９回 家族、近隣、地域にも目を向ける介護実習 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「家族、近隣、地域にも目

をむける介護実習」についてまとめる。 

第１０回 実習施設の概要の理解 
事前学習 

テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 調べた内容をまとめる。 

第１１回 他職種の理解 
事前学習 職種についての資料を準備する。 

事後学習 調べた内容をまとめる。 

第１２回 他職種の理解とカンファレンス【レポート２】 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 職種の役割と連携について整理する。 

第１３回 介護福祉士の倫理と個人情報保護・感染症予防・まとめ 
事前学習 

実習の手引きの該当箇所を熟読し要点をま

とめる。 

事後学習 介護総合演習Ⅰの学びを整理する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 6回の講義内容をふまえて模擬実習記録・プロセスレコードを書き提出する。 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出時期：第 7回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を個別に行う。添削内容等につい

て引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時うけつけ適宜指導する。 

事後学習：模擬実習記録作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 10回の講義内容をふまえて「実習施設の概要」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出時期：第 11回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答を個別に行う。添削内容等について引き続き

質問がある場合はその後も随時うけつけ適宜指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
介護総合演習Ⅲ （2単位） 

３．科目番号 SNMP3165 

２．授業担当教員 山下 喜代美 

４．授業形態 講義、演習  ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「介護実習Ⅱ」の配属要件を満たしていること 

７．講義概要 

介護実習Ⅱの目的を解説し、学生個々の実習目標、実習内容、実習計画を作成する。 

実習課題であるアセスメントをスムーズに行うために、事例を基に、実習で使用するアセスメント用紙に

記入し、アセスメントを具体的に理解する。 

介護技術については、ロールプレイング等を行い、より実践的に準備を進めていく。 

実習終了後は、実習での学びや経験を共有できるよう、グループワークやカンファレンスを行い、施設で

生活する利用者についての理解を深める。 

８．学習目標 

１．介護実習Ⅱの目的（施設で生活する利用者を理解し、利用者を支える職種の役割と連携、基本的な介護

技術を学ぶ）を理解し、説明することができる。 

２．介護実習Ⅱの実習目標を明確にする。 

３．実習で必要となる介護技術についての手順が言える。 

４．アセスメント用紙に情報を整理できる。 

５．介護実習Ⅱの学びや経験を共有する。 

６．施設で生活する利用者について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント 

１．実習課題の他職種の理解についての事前学習 

２．アセスメント用紙の書き方①～⑥では、適宜提出を求める。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】介護実習の手引き 

【参考書】『ICF国際生活機能分類』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．介護実習Ⅱの目的や実習内容を理解し、実施のための準備が整ったか 

２． アセスメント用紙等の実習課題の書き方や内容を理解できたか 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、提出物等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の５０％ 

２ 授業中の課題      総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

効果的な実習を行うために重要な科目です。授業には真剣に取り組んでください。 

授業中の私語、スマートフォン等の使用は禁止します。 

わからないことはそのままにせず、必ず質問をして、理解してください。 

授業の理解度、参加態度、出席状況によっては、実習Ⅱの配属を見合わせることがあります。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス 授業概要の説明  

介護実習Ⅱの概要、目的、目標の説明   

実習目標、実習内容、実習計画の明確化 

自分自身の実習目標、実習内容、実習計画を記入する 

アサイメント１ 

事前学習 
実習の手引き pp.6～7 を読み、実習Ⅱ

の概要をつかんでおく 

事後学習 アサイメント１ 

第２回 

他職種の理解 

他職種（医師、看護師、栄養士、理学・作業療法士、言語聴覚

士、生活相談員）について調べ、理解を深めたいことを明確に

する。他職種の役割と連携と協働について学習する。 

事前学習 他職種についての資料を準備 

事後学習 他職種役割を整理する 

第３回 

「介護技術の手順」の書き方 

 実習中に記載する介護技術の手順の書き方を学ぶ 

実習施設の理解    

施設の概要（法的根拠、設置目的、サービス内容、職員の配置、

利用者の特性） 

事前学習 実習施設のパンフレット等の準備 

事後学習 実習施設の概要を記載 

第４回 

アセスメント用紙の書き方① 

ICFをもとにしたアセスメント用紙について解説する。 

アセスメント項目それぞれの内容と視点、関連について解説

する 

事前学習 アセスメントについて復習する 

事後学習 情報収集の留意点をまとめる 

第 5回 

アセスメント用紙の書き方③ 

事例を基にして、実習で使用するアセスメント用紙に情報の

整理を行う 

事前学習 アセスメントについて復習しておく 

事後学習 情報を整理する 

第 6回 

アセスメント用紙の書き方④ 

事例を基にして、実習で使用するアセスメント用紙に情報の

分析を記入する 

事前学習 分析方法を復習する 

事後学習 用紙の書き方のポイントをまとめる 

第 7回 
アセスメント用紙の書き方⑤ 

事例を基にして、実習で使用するアセスメント用紙に情報の

事前学習 分析方法を復習する 

事後学習 用紙の書き方のポイントをまとめる 



 

 

分析を記入する 

第 8回 

利用者の生活のニーズと課題の理解 

生活のニーズと課題、優先順位の決定について解説し、実習

で使用する「課題のリスト」に記入する。 

事前学習 生活のニーズとは何か 復習しておく 

事後学習 
課題のリストの書き方のポイントをま

とめる 

第 9回 

実習直前オリエンテーション 

実習課題、実習の留意点、諸注意の確認 

実習レポートの書き方を学ぶ 

事前学習 
実習の手引き pp.23～27 を読み、事前

訪問について確認しておく 

事後学習 
実習の手引き pp.47～48 を読み、介護

福祉士の倫理について確認しておく 

第 10回 
登校日 

実習経過 実習内容についての確認と指導 

事前学習 アセスメントを整理しておく 

事後学習 巡回教員からの指導内容を振り返る 

第 11回 

介護実習Ⅱの振り返り① 

介護実習Ⅱで感じたこと、考えたこと、学んだことを各自書

き出し、グループでまとめ発表する。 

事前学習 提出物の整理 

事後学習 
発表を聞いて、感じ・考え・学んだこと

を整理する 

第 12回 
カンファレンスの準備 

カンファレンスの進行計画書と事前の資料の準備を行う 

事前学習 
実習の手引き pp.32～33 を読み、カン

ファレンスについて復習しておく 

事後学習 カンファレンスの資料の整理 

第 13回 
カンファレンス 

テーマ：施設での利用者の生活について 

事前学習 
カンファレンスのテーマについて自分

の考えをまとめておく 

事後学習 
カンファレンスで感じ・考え・学んだこ

とを整理する 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：事例のアセスメント 

        第４回で作成していたアセスメント用紙を完成させて提出する 

実施時期：第４回の授業後 

提出期限：授業で指示する 

事後学習：アセスメント用紙に添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：事例のアセスメント 

        第 7回で作成していたアセスメント用紙を完成させて提出する 

実施時期：第 7回の授業後 

提出期限：授業で指示する 

事後学習：アセスメント用紙に添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
介護総合演習Ⅴ （2単位） 

３．科目番号 SNMP4167 

２．授業担当教員 岡田 稔 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

介護実習Ⅲをふまえて、介護過程の振り返りを行なう。また、全ての介護実習を終えて、介護福祉士とし

ての介護実践の振り返りを行なう。また、介護福祉士の国家資格保有者として知識・技術についての習熟度

について、各自振り返り、介護実践現場に出るための備えになるように授業を展開する。 

８．学習目標 

1.介護実習Ⅲを振り返り、介護過程の展開を確実に行えるようにする。 

2.介護福祉士として理論と実践の確立を図ることができる。 

3.介護福祉士として、実践の目的、根拠について文章で説明ができる。 

4.介護福祉士の役割、倫理観等について、自ら説明ができる。 

5.資格取得時の到達目標について自ら評価し、課題を克服し、目標達成できるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.介護実習Ⅲの介護過程について発表できるようにレジメを作成。 

2.課題研究1.2を必ず提出する。特に課題2については適切な内容で書かれていない場合は書き直しをしても

らうこともある。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】使用しない。必要な資料は適宜配布する。 

【参考書】東京福祉大学編『社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.介護実習Ⅲを振り返り、介護過程の展開を確実に行える。 

2.介護福祉士として理論と実践の確立を図ることができる。 

3.介護福祉士として、実践の目的、根拠について文章で説明ができる。 

4.介護福祉士の役割、倫理観等について説明ができる。 

5.資格取得時の到達目標について自ら評価し、考察することができる。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度、を総合的に評価する] 

1.授業へ態度・発表・発言等 50% 

2.レポートの提出・評価 50% 

12．受講生への 

メッセージ 

４年次の介護福祉コースの最後の科目であることから、大学卒業の介護福祉士として、卒後において高い評

価が受けられる人材として、各自が総まとめを行なって欲しい。 

13．オフィスアワー 決まり次第通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業の概要説明を行なう。 

介護実習Ⅲで行った介護過程の実践について、発表レジ

メの作成を行なう。 

事前学習 
シラバスをよく読み、本科目の内容を理解す

る。 

事後学習 
発表レジメを作成して、期日までに提出す

る。 

第２回 

「介護過程の展開について発表及び質疑応答①」 

介護実習Ⅲで行なった介護過程について発表する。 

質疑を受けながら、自らの実践の課題を明らかにする。

また、今後の改善すべき事項について具体的に考えまと

めて発表する。 

事前学習 
介護過程の実践について発表の準備を行な

う。 

事後学習 
発表、質疑応答後、自らの介護過程の実践を

具体的に振り返る 

第３回 

「介護過程の展開について発表及び質疑応答②」 

介護実習Ⅲで行なった介護過程について発表する。 

質疑を受けながら、自らの実践の課題を明らかにする。

また、今後の改善すべき事項について具体的に考えまと

めて発表する。 

事前学習 
介護過程の実践について発表の準備を行な

う。 

事後学習 
発表、質疑応答後、自らの介護過程の実践を

具体的に振り返る 

第４回 

「介護過程の展開について発表及び質疑応答③」 

介護実習Ⅲで行なった介護過程について発表する。 

質疑を受けながら、自らの実践の課題を明らかにする。

また、今後の改善すべき事項について具体的に考えまと

めて発表する。 

事前学習 
介護過程の実践について発表の準備を行な

う。 

事後学習 
発表、質疑応答後、自らの介護過程の実践を

具体的に振り返る 

第５回 

「介護過程の展開について発表及び質疑応答④」 

介護実習Ⅲで行なった介護過程について発表する。 

質疑を受けながら、自らの実践の課題を明らかにする。

また、今後の改善すべき事項について具体的に考えまと

めて発表する。 

事前学習 
介護過程の実践について発表の準備を行な

う。 

事後学習 
発表、質疑応答後、自らの介護過程の実践を

具体的に振り返る 

第６回 

「介護過程の展開について発表及び質疑応答⑤」 

介護実習Ⅲで行なった介護過程について発表する。 

質疑を受けながら、自らの実践の課題を明らかにする。

また、今後の改善すべき事項について具体的に考えをま

とめて発表する。 

事前学習 
介護過程の実践について発表の準備を行な

う。 

事後学習 
発表、質疑応答後、自らの介護過程の実践を

具体的に振り返る 

第７回 「介護福祉士の専門職としての振り返り①」 事前学習 全ての介護実習を通して専門性を考える。 



 

 

全ての介護実習を通して、自らの介護福祉士としての知

識・技術を振り返る。振り返りシートを使用し、自らの

介護福祉士の専門職としての自己点検・自己評価を行

い、課題及び具体的な改善内容、実施すべき点を明らか

にする。レポートにまとめて次回の授業時に提出する。 

事後学習 レポート作成。 

第８回 

「介護福祉士の専門職としての振り返り②」 

レポートの内容について、要約して発表する。1人 4分

以内 

事前学習 発表の準備。 

事後学習 
自らの発表、他学生の発表から介護福祉士の

専門性を振り返る。 

第９回 

「介護福祉士の役割、倫理観等について①」 

これまで学んできた全てのことをふまえて、「介護福祉

士とは、介護福祉士の役割、倫理等」について、グルー

プ討議を行う。グループ毎に発表してもらう。 

事前学習 
介護福祉士の役割、倫理観等について考え

る。 

事後学習 レポート作成。 

第１０回 

「介護福祉士の役割、倫理観等について②」 

これまで学んできた全てのことをふまえて、「介護福祉

士とは、介護福祉士の役割、倫理等」について、グルー

プ討議を行う。グループ毎に発表してもらう。 

事前学習 
介護福祉士の役割、倫理観等について考え

る。 

事後学習 レポート作成。 

第１１回 

「資格取得時の到達目標について①」 

資格取得時の到達目標について自ら評価し、課題を明確

にし、克服するための方法も具体的にし、目標達成でき

るようにする。「介護福祉士のあるべき姿と自分の課題」

についてレポートを作成する。 

事前学習 資格取得時の到達目標について考える。 

事後学習 レポート作成。 

第１２回 

「資格取得時の到達目標について②」 

資格取得時の到達目標について自ら評価し、課題を明確

にし、克服するための方法も具体的にし、目標達成でき

るようにする。「介護福祉士のあるべき姿と自分の課題」

についてレポートを作成する。 

事前学習 資格取得時の到達目標について考える。 

事後学習 レポート作成。 

第１３回 

「資格取得時の到達目標について③」 

資格取得時の到達目標について自ら評価し、課題を明確

にし、克服するための方法も具体的にし、目標達成でき

るようにする。「介護福祉士のあるべき姿と自分の課題」

についてレポートを作成する。 

事前学習 資格取得時の到達目標について考える。 

事後学習 レポート作成。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ「介護福祉士の役割、倫理観等について」 

提出形式：レポート形式でまとめる。A4用紙 3枚程度、手書き不可。 

実施時期：10回目の授業終了後におこなう。 

提出期限：第 10回の授業終了後提出。提出方法は後日通知する。 

     提出後、添削し、評価して返却する。 

事後学習：自らの専門職としての倫理観を振り返る。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ「資格取得時の到達目標について自己評価及び自己分析を行い考察する」 

提出形式：レポート形式でまとめる。5000字から 6000字程度、手書き不可。 

提出期限：授業終了後 2週間以内に提出。提出方法は後日通知する。 

     提出後、添削し、評価して返却する。 

実施時期：第 13回 提出方法は後日通知する。 

事後学習：専門職としての自らの到達度について振り返る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 介護福祉士養成演習Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 GECD4223 

２．授業担当教員 岡田 稔、荻野 基行、山下 喜代美、櫻井 恵美 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学卒業の介護福祉士国家資格保有者として、介護実践の現場に出ることから、介護実践の中で専門的知

識・技術を深めていけるように介護の専門分野を深められるように、学生が自ら、深めたい知識・技術につ

いて教員と個別の学習内容について、相談しながら授業を展開していく。授業終了時においては、深めた知

識・技術について発表の機会を設けていく。 

８．学習目標 

1.各自が目標に挙げた知識・技術の習得ができる。 

2.介護福祉士として実践現場で活用できる知識・技術を身につけることができる。 

3.実践現場においても、継続して実践研究を続けることができる方法を身につける。 

4.実践研究をまとめ、発表できる力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の授業における小テストの合格を目指す。 

毎回の授業の予習と各回の自己課題の整理 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

「見て覚える介護福祉士国試ナビ 2020」中央法規 

【参考書】 

 今まで使用したテキスト。「介護福祉士国家試験解説集 2020」 中央法規 

 模擬問題集 各社   

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.各自が目標に挙げた知識・技術の習得ができる。 

2.介護福祉士として実践現場で活用できる知識・技術を身につけることができる。 

3.実践現場においても、継続して実践研究を続けることができる方法を身につける。 

4.実践研究をまとめ、発表できる力を身につける。 

○評定の方法 

１ レポート        総合点の 60％ 

２ 授業態度        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験を受験するかいなかに関わらず、本講座を受けて、国家試験合格レベルの知識を身につけてほしい。

そのことが、介護現場で就職したときに自分の力となるので、真剣に取り組んでもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

テーマ「介護福祉士養成演習Ⅱの目的と進め方について」 

介護福祉士養成演習Ⅱの必要性と国家試験の動向について理解をす

る。また、養成演習の進め方について理解をする。  

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第２回 

テーマ｢(領域)人間と社会・生活と福祉｣ 

本学開講科目、社会福祉Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に要点を整理

しながら進めていく。  

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第３回 

テーマ｢(領域)人間と社会・社会福祉法｣ 

本学開講科目、社会福祉Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に要点を整理

しながら進めていく。  

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第４回 

テーマ｢(領域)人間と社会・社会保障制度｣ 

本学開講科目、社会保障制度Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に要点を

整理しながら進めていく。  

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第５回 

テーマ｢(領域)こころとからだのしくみ・認知症の理解｣ 

本学開講科目、認知症の理解Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に要点を

整理しながら進めていく。  

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第６回 

テーマ｢(領域)こころとからだのしくみ・障害の理解｣ 

本学開講科目、障害の理解Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に要点を整

理しながら進めていく。  

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第７回 

テーマ｢(領域)こころとからだのしくみ・発達と老化の理解｣ 

本学開講科目、発達と老化の理解Ⅰ・Ⅱで学習した内容を中心に要

点を整理しながら進めていく。  

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第８回 

テーマ｢(領域)介護・コミュニケーション技術｣ 

本学開講科目、コミュニケーション論・技術で学習した内容を中心

に要点を整理しながら進めていく。 

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第９回 

テーマ｢(領域)介護・介護の基本｣① 

本学開講科目、介護概論、高齢者介護論Ⅰ・Ⅱ、障害者介護論で学

習した内容を中心に要点を整理しながら進めていく。  

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 



 

 

第１０回 

テーマ｢(領域)介護・生活支援技術｣① 

本学開講科目、生活支援技術・基本Ⅰ及び基本Ⅱで学習した内容を

中心に要点を整理しながら進めていく。  

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第１１回 

テーマ｢(領域)介護・生活支援技術｣② 

本学開講科目、生活支援技術・形態Ⅰ及び形態Ⅱで学習した内容を

中心に要点を整理しながら進めていく。  

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第１２回 

テーマ｢(領域)介護・生活支援技術｣③ 

本学開講科目、生活支援技術・環境家政で学習した内容を中心に要

点を整理しながら進めていく。 

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

第１３回 

テーマ｢(領域)医療的ケア｣ 

本学開講科目、医療的ケアで学習した内容を中心に要点を整理しな

がら進めていく。 

事前学習 この回の授業科目の予習 

事後学習 
この回の授業内容の整理と振り返

り、自己の課題整理と復習 

課題研究

１ 

課題研究テーマ「介護福祉士養成演習Ⅰで配布した国家試験の出題基準の小項目から人間と社会・介護・こころとから

だのしくみの各領域から、3つ以上取り上げて、自己学習したものを提出する。」 

提出形式：3枚以上、手書きのみ。 

提出期限：第 7回終了後提出。提出方法は後日通知する。 

     提出後、評価して返却する。 

事後学習：自己学習したものについて再度見直す。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ「介護福祉士養成演習Ⅰで配布した国家試験の出題基準の小項目から人間と社会・介護・こころとから

だのしくみの各領域から、5つ以上取り上げて、自己学習したものを提出する。」 

提出形式：5枚以上、手書きのみ。 

提出期限：第 13回終了後提出。提出方法は後日通知する。 

     提出後、評価して返却する。 

事後学習：自己学習したものについて再度見直す。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
介護リハビリテーション論 （2 単位） 

３．科目番号 SNMP3104 

２．授業担当教員 山下 喜代美 

４．授業形態 
講義：介護実習での自体験例のロールプレイやビデオ画像に基づい

た実習などを組み入れ、発表や討論などによる活気ある授業形態 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
医学概論、身体構造と機能Ⅰ・Ⅱ、障害の理解Ⅰを修得していること 

７．講義概要 

介護福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法により定められた介護・福祉分野の専門職である。「専門的

知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき

心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと」と定

義されている。身の回りの世話をするだけの介護から、高齢者や障害者等の生き方や生活全体にかかわるこ

とで、利用者の暮らしを支え、自立に向けた介護を家族と共に実践することへと変わってきている。これか

らの介護福祉士は、国民の福祉サービスの充実・向上の中心的役割を担っている資格者として、（１）豊か

な感性、（２）洞察力・情報分析能力、（３）介護目標・計画の立案能力等が厳しく求められる。またチー

ムケアの一員として高い評価が得られるよう努力することが必要とされる。本科目では、事例をまじえて授

業をおこない、専門的な介護福祉士を目指して、知識や技術、チームワークにおける評価等が身につくよう

に学習する。 

８．学習目標 

１．介護技術を行うには必須である「人体のなりたちとはたらき」を理解し、簡単に説明することができ

る。  

２．介護リハビリテーションの定義と種類を理解し、説明することができる。 

リハビリとは？理解しなければ介護福祉士に不適切となる。  

３．介護保険と介護リハビリテーションとの関連を理解し、説明することができる。  

４．介護支援専門員（ケアマネジャー）について説明することができる。  

５．ケアプランについて理解し、介護の目標および計画や他職種との連携の立案ができる。 

実践において、最大の必要項目である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．多職種連携における介護福祉士の役割と連携の具体的方法について(レポート 1200 字にまとめる) 

２．利用者の意欲を高めるために必要なことは何か(レポート 1200 字にまとめる) 

この他、事前・事後学習に記載されている内容は、必ず行うこと 

適宜学習ノートの提出を求めて確認します 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

最新介護福祉全書 11 こころとからだのしくみ 『障害の理解』メヂカルフレンド 

【参考書】 

学びやすいリハビリテーション論、金芳堂 

リハビリテーションからみた介護技術、中央法規出版 

介護予防と介護期・終末期リハビリテーション、荘道社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．介護技術を行うには必須である「人体のなりたちとはたらき」を理解し、簡単に説明することができた

か。 

２．介護リハビリテーションの定義と種類を理解し、説明することができたか。 

３．介護保険と介護リハビリテーションとの関連を理解し、説明することができたか。  

４．介護支援専門員（ケアマネジャー）について説明することができたか。  

５．ケアプランについて理解し、介護の目標および計画や他職種との連携の立案ができたか。 

○評定の方法 

課題レポート 30% 

授業態度  (机の上:食物、携帯機器、化粧品用具､カバン･衣類は不可。ノート、筆記用具、教科書・参考書、

メガネ、テイシューは可。私語、他授業のレポート作成、レポート提出及び提出日不履行は厳禁。トイレや

遅刻は原則として減点) 30% 

期末試験 40% 

12．受講生への 

メッセージ 

豊かな感性、洞察力・情報分析能力、計画の立案・作成、実施、評価能力を高められるように、授業には積極

的に参加してください。またグループワークでは、お互いに協力し合い、高めあえるような意識を常に持っ

て積極的に参加してください。 

13．オフィスアワー 時間割確定後周知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

 授業概要の説明とグループ編成 グループ活動の目

的について 

事前学習 本科目の学習ノートを準備しておく 

事後学習 
グループ活動の目的、ルールについてまとめ

る 

第２回 

リハビリテーションとは 

 リハビリテーションの概念 4 分野、専門機関と職種 

 についての解説 

事前学習 リハビリテーションとは何か 調べておく 

事後学習 
リハビリテーションの概念、4 分野の概要を

まとめておく 

第３回 

リハビリテーションにおける多職種連携 

 リハビリテーションにおける多職種連携の重要性と

連携方法や手段について解説 

事前学習 
リハビリテーションに関係する職種と職務

内容を復習しておく 

事後学習 
多職種連携における介護福祉士の役割と連

携の具体的方法について（アサイメント①） 

第４回 
リハビリテーションと介護① 

 リハビリテーションの視点に立った介護についての

事前学習 リハビリテーションの概念を復習しておく 

事後学習 グループでのまとめを作成する 



 

 

 

解説と具体的方法 

第５回 
活動に必要な身体構造と機能について① 

 具体的な内容をグループでまとめる 

事前学習 
活動に必要な身体構造と機能を復習してお

く 

事後学習 
グループでのまとめを完成させ発表の準備

をする 

第 6 回 
活動に必要な身体構造と機能について② 

 発表 

事前学習 
グループでのまとめを完成させ発表の準備

をする 

事後学習 発表内容の考察 

第 7 回 

介護保険とリハビリテーション 

介護保険制度におけるリハビリテーションの位置付け、

ケアプランについて解説 

事前学習 
実習Ⅰで訪問した利用者について復習して

おく 

事後学習 
生活のニーズとケアプランについてまとめ

る 

第 8 回 

介護予防とリハビリテーション① 

介護予防とリハビリテーションについて解説 

グループで、介護予防のためのリハビリテーションプロ

グラムを作成する 

事前学習 
加齢に伴う心身機能の変化について復習し

ておく 

事後学習 
次回の発表に向けて準備する 

第 9 回 

介護予防とリハビリテーション② 

介護予防のためのリハビリテーションプログラムの発

表 

事前学習 次回の発表に向けて準備する 

事後学習 
発表をふまえ、介護予防とリハビリテーショ

ンについて考察する 

第 10 回 

介護を要する時期におけるリハビリテーション① 

介護を要する時期におけるリハビリテーションについ

て解説 

グループで、介護におけるリハビリテーションプログラ

ムを作成する 

事前学習 
第 6・７回の授業をふまえて、介護が必要と

なる状態についてまとめておく 

事後学習 

次回の発表に向けて準備する 

第 11 回 

介護を要する時期におけるリハビリテーション② 

介護を要する時期におけるリハビリテーションプログ

ラムの発表 

事前学習 次回の発表に向けて準備する 

事後学習 
発表をふまえ、介護を要する時期におけるリ

ハビリテーションについて考察する 

第 12 回 

終末期におけるリハビリテーション① 

終末期におけるリハビリテーションについて解説 

グループで、終末期におけるリハビリテーションプログ

ラムを作成する 

事前学習 
終末期の定義、終末期の経過について復習し

ておく 

事後学習 
次回の発表に向けて準備する 

第 13 回 
終末期におけるリハビリテーション② 

終末期におけるリハビリテーションプログラムの発表 

事前学習 次回の発表に向けて準備する 

事後学習 
発表をふまえ、終末期におけるリハビリテー

ションについて考察する 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「リハビリテーションの視点に立った介護とは何か」 

        第１回～第４回の授業内容（リハビリテーションの概念、リハビリテーション分野にける介護福祉士

の役割、生活支援におけるリハビリテーションの意義・目的等）を踏まえてレポートをまとめる。 

レポート用紙：A４用紙１枚 1200字程度  

実施時期：第４回の授業後 

提出期限：第５回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

２ 

題研究テーマ：「利用者の意欲を高めるために必要な支援は何か」 

        第１回～第 13 回の授業内容を踏まえてレポートをまとめる。このとき、自立支援における弊害につ

いても意識し、介護福祉士としての利用者への向き合い方も視野にいれて作成すること。 

レポート用紙：A４用紙１枚 1200字程度  

実施時期：第 13回の授業後 

提出期限：期末試験開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
解剖生理学Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2321 

２．授業担当教員 萩原 治夫 

４．授業形態 講義、ディスカッション、質疑応答、課題発表。簡単な実験も行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
医学概論/人体の構造と機能及び疾病に関係します 

７．講義概要 

約 60兆個の様々なタイプの細胞から構成される人間の身体を全体からみて、その構造（解剖）と機能（生

理）をうまく関連して考える思考過程を学び、解剖生理学の基本的知識を習得する。 

具体的には、表面に現れた各種症状の背景となる、「人体の中で何が起こっているのか」、「次に何が起こる

のか」、「どう対処すればよいのか」、「予防するにはどうすればよいのか」と考えることができるよう、基礎

知識の習得を目標とする。 

８．学習目標 

以下について学び、説明できるようになることを学習目標とする。 

１．人体各部の名称とその位置を表す方向用語、および人体構造の構築（細胞→組織→器官→器官系→個体）

について理解できるようになる。 

２．筋系、骨格系の機能と神経支配について理解できるようになる。 

３．皮膚と体性感覚、頭部と特殊感覚について理解できるようになる。 

４．循環器系、呼吸器系、消化器系、泌尿器系、生殖器系、内分泌系、神経系の機能について理解できるよう

になる。 

５．体液（細胞内液、細胞外液、血液、リンパ液）、体温とホメオスタシスについて理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：人体の代表的器官をスケッチして各名称を入れる。 

レポート課題：次の4つの器官系について、その構造や機能、よく知られる外傷や疾病についてまとめる。 

(1)骨格系、(2)循環器系、(3)呼吸器系、(4)中枢神経系。それぞれレポート用紙に1～2枚程度。図やイラス

トを含めてもよい。参考文献を記すこと。 

＜ポイント＞ 

学修した器官の機能や構造について簡潔にまとめる。さらにそれらの器官でよく知られる病気、また外傷や

怪我などにより受ける影響を、自己学習しまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】澤口彰子他（著）『人体のしくみとはたらき』朝倉書店。2015 

【参考書】高橋長雄（監修）『からだの地図帳』講談社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 人間の身体を全体から見て、その構造（解剖学）と機能（生理学）を上手く関連付けて理解しているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加度（授業態度、発言など） 40％ 

 ２．課題レポート、発表             40％ 

 ３．期末試験                  20％ 

上記のほかに、本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位習得の条件であることも考慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

２．レポートは、簡潔かつ要点を掘り下げたものを求めます。 

３．解りやすい口頭発表の仕方を覚えてください。 

４．疑問点は後に残さず、講義時間内および直後に質問してください。 

５．予習・復習を十分行ってください。 

６．関連図書をたくさん読んでください。 

７．授業時間の開始は厳守します。 

８．授業時間中に携帯電話・スマートフォンを使用することは禁止します。 

13．オフィスアワー 講義時間の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 人体の基本構造、細胞と組織 

事前学習 教科書 pp.2～15を読んでおく。 

事後学習 
細胞から個体までの階層的な人体の構造に

ついてまとめる。 

第２回 骨格系の構造と機能 I 骨の名称 
事前学習 教科書 pp.16～29を読んでおく。 

事後学習 各部位の骨の名称をまとめる。 

第３回 骨格系の構造と機能 II 骨の構造と動き 
事前学習 教科書 pp.16～29を読んでおく。 

事後学習 骨の構造と成長、関節の仕組みをまとめる。 

第４回 筋系の構造と機能 

事前学習 教科書 pp.30～39を読んでおく。 

事後学習 
それぞれの筋の名称、起始停止、支配神経、

作用をまとめる。 

第５回 循環器系の構造と機能 

事前学習 教科書 pp.40～49を読んでおく。 

事後学習 
心臓及び血管（動脈系、静脈系）の構造、胎

児循環についてまとめる。 

第６回 体液・血液、体温とその調節（ホメオスタシス） 

事前学習 教科書 pp.50～55、142～147を読んでおく。 

事後学習 
体液・血液および恒常性（ホメオスタシス）

維持の機構についてまとめる。 

第７回 消化器系の構造と機能 I  消化管 
事前学習 教科書 pp.56～67を読んでおく。 

事後学習 消化器系器官の構造についてまとめる。 



 

 

第８回 消化器系の構造と機能 II  肝臓・胆嚢・膵臓 
事前学習 教科書 pp.68～71を読んでおく。 

事後学習 消化器系器官の構造についてまとめる。 

第９回 呼吸器系の構造と機能  

事前学習 教科書 pp.72～79を読んでおく。 

事後学習 
鼻腔から肺までの呼吸器系器官を体系的に

まとめる。 

第１０回 泌尿器系、生殖器系の構造と機能 

事前学習 教科書 pp.80～93を読んでおく。 

事後学習 
泌尿器系、生殖器系器官の構造と部位につい

てまとめる。 

第１１回 内分泌系の構造と機能 
事前学習 教科書 pp.94～105を読んでおく。 

事後学習 代表的な内分泌器官についてまとめる。 

第１２回 中枢神経系の構造と機能 
事前学習 教科書 pp.106～121を読んでおく。 

事後学習 中枢神経系の構造についてまとめる。 

第１３回 末梢神経系の構造と機能 
事前学習 教科書 pp.122～131を読んでおく。 

事後学習 末梢神経系の構造についてまとめる。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：外皮、感覚器の構造と機能 

実施時期：7月 11日（土）3限（予定） 

事前学習：教科書 pp.106～121を読んでおく。 

事後学習：体性感覚と特殊感覚に関する器官の構造をまとめる。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：発表・討論・まとめ 

実施時期：7月 11日（土）4限（予定） 

事前学習：事前に提示された課題レポートについてまとめる。口頭発表の準備。 

事後学習：解剖生理学全般について質疑・応答の内容を含めてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
学習・言語心理学／学習心理学 （2単位） 

３．科目番号 
PSMP2351 

PSMP2330 
２．授業担当教員 加藤 宏一 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 学習とは、経験によって生じる行動の変化、と定義される。人間は、生まれてから死ぬまでの間に、さま

ざまなことを学習したり、忘れたりする。さらに、過去の学習を基盤として新しい学習を行うといったよう
に、日常生活においては常に学習をしている。本科目では、こうした学習の仕組みや働きに関する代表的な
学習理論について学んでいく。また、言語の習得における機序についても学ぶ。 

８．学習目標 

1.学習心理学の基礎的な理論や研究方法についての知識を習得する。 

2.学習心理学の知識が臨床、教育、福祉等の他分野でどのように生かされているのかを理解し、説明できる。 

3.身近な問題行動の理解や改善に、習得した学習心理学の知識や研究方法を活用することができる。 

4.言語学習の機序について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業内および授業外において、学習単元に関する課題を行ってもらう。 

・プロジェクト：行動分析学の方法論を用いて「行動変容プロジェクト」を実施し、その成果をレポートに

する。また、その成果について授業時に口頭発表を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】今本繁（著）『自分を変えたい人の ABCモデル』ふくろう出版、2016年 

【参考書】必要に応じて授業で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・学習心理学の基礎的な理論や研究方法について理解し、説明できること。 

・学習心理学の知識が他分野においてどのように生かされているかを理解し、説明できること。 

・身近な問題行動の理解や改善に学習心理学の知識をどのように生かすことができるか説明できること。 

・言語学習の機序について説明できること。 

○評定の方法 

 授業への積極的参加度 15％、課題(テスト、レポート、発表など)85％とし、総合的に評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

私たちが日々、現在のように行動しているのは何故なのでしょう。自分や他者の問題行動は、どうすれば改

善するのでしょう。こうした疑問について、学習理論や行動分析の視点から考えてみたいと思います。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション：学習心理学の歴史と特徴 
事前学習 テキストの準備 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第２回 レスポンデント条件づけ①：基本的特徴 
事前学習 テキストの予習 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第３回 レスポンデント条件づけ②：応用と日常例 
事前学習 テキストの予習 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第４回 オペラント条件づけ①：強化の随伴性 
事前学習 テキストの予習 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第５回 オペラント条件づけ②：弱化の随伴性 
事前学習 テキストの予習 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第６回 行動分析①：目標設定とアセスメント 
事前学習 テキスト第 1 -3章の再読 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第７回 行動分析②：介入計画と評価 
事前学習 テキスト第 4-6 章の再読 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第８回 セルフマネージメント 
事前学習 テキスト第 7 章の再読 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第９回 パフォーマンスマネージメント 
事前学習 テキスト第 8章の再読 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第１０回 言語学習①：言語の習得 
事前学習 配布資料を読む 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第１１回 言語学習②：言語の使用 
事前学習 配布資料を読む 

事後学習 講義資料の再読とまとめ 

第１２回 プロジェクト発表①：学生発表と質疑応答 
事前学習 プロジェクト発表の準備 

事後学習 プロジェクト発表のまとめ 

第１３回 プロジェクト発表②：学生発表と質疑応答 
事前学習 プロジェクト発表の準備 

事後学習 プロジェクト発表のまとめ 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 5回までの講義内容を踏まえて、「学習理論の特徴と応用」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出時期：第 7回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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



 

 

事後学習：返却レポートの修正と再提出を実施する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：自身が実施した「行動変容プロジェクト」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出時期：第 14回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 15回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後もオフィスアワー・メール等で随時受け付け適宜指

導する。 

事後学習：返却レポートの修正と再提出を実施する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
家庭 （2 単位） 

３．科目番号 

SJEL3423 

EDEL3309 

EDEL2309 ２．授業担当教員 杉山 憲江 

４．授業形態 講義、実習など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校の家庭科の授業を行ううえで必要となる家族・家庭生活、衣生活、食生活、住生活、消費生活・環

境に関する基本的事項について解説するとともに実習などを行い、専門的な知識および技能を身に付けるこ
とを目的とし授業を展開する。また、新学習指導要領（平成 29年告示）への移行期を踏まえて、小学校家庭
科の基本方針と内容構成についても解説する。 

８．学習目標 

１．小学校家庭科の授業を担当するための必要な家政学・生活科学全般の基本的知識および技能を身に付け
る。 

２．家庭科の学習が社会生活に大きく関わっていることを知り、社会変化に対応できる総合的姿勢を身に付

けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 小学校家庭科教育における基礎的基本的知識理解の確認。 

     （教科目標・家庭生活・衣･食･住・消費環境に対する知識を講義日程学習後に知識定着の確認を

図る。） 

課題２ 「家庭科実習指導における配慮および留意点について」を論述文にする。     

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 家庭編』東洋館出版 平成 30年。 

【参考書】検定教科書『わたしたちの家庭科』開隆堂 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．家政学・生活科学全般の基本的知識および技能が身についたか。 

 ２．家庭科の学びの広さが具体的にわかり、自らの生活をみつめ改善を図ることができるか。 

○評定の方法 

 ・授業態度 ３０％ 

 ・提出物（小テスト、実技作品、課題等を含む） ７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 家庭科の授業にも自分の生活にも役立つ授業、家庭や社会的事象へ関心を持ち、自分なりの社会的価値判

断力を身に付けるきっかけになる授業を行っていきたいと願っています。さらに、H29 年告示の学習指導要

領の内容をしっかり学習理解し、これからの小学校家庭科教育のあり方についての考察を通して、小学校家

庭科指導者として基本的生活態度を身に付けて欲しいと思います。 

13．オフィスアワー 授業内(初回授業)で周知する。  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

シラバスの説明(授業の進め方など)  

家庭科の学習内容 学習目的、小学校において進めら

れている教育理念の確認、実習時に対する準備の連絡。 

学習指導要領変遷の概略について配布プリント 

事前学習 
シラバス･学習準備について書き込める予定表

を準備し、臨むこと。 

事後学習 

学習日程･学習内容･学習準備について確認し、

学習の見通しを持つ。学習指導要領の改訂の概

略と家庭科の変遷について理解しておく。 

第２回 
家庭科の教科目標･内容・学習内容区分の扱い方 

H29年告示学習指導要領における基本方針について 

事前学習 
学習指導要領解説 pp.12～19 家庭科教科目標

文言を中心に読んで授業に臨むこと。  

事後学習 
H29 年告示における学習内容項目について

p.11を基に確認する。 

第３回 
A家族・家庭生活（家庭科における具体的な学習展開） 

知識確認１（教科目標） 

事前学習 
教科書 pp.１～10「改訂の趣旨及び要点」を読

み、授業に臨むこと 

事後学習 

学習内容項目「A家族・家庭生活｣pp.20～31の

学習内容や題材構成について構想し現代社会

の家庭のあり方と教科目標の関係性について

考察しておく。        知識確認１ 

第４回 

B衣食住の生活  

衣服の成り立ちについて小学生の発達段階

を考え、衣生活の扱い方を構想する。     

知識確認２（衣生活に関する基礎基本）            

事前学習 

衣生活に関する手入れ・繊維特徴などの理解と

学習内容項目 B衣食住の生活 pp.32～33をよん

で臨むこと          

事後学習 
「衣生活に関する基礎基本」を見直して確実な

知識定着を図る。       知識確認２ 

第５回 

B衣食住の生活  

食生活 

(1)食事の役割 

社会変化とともに食生活の変化が見られるこ

とから食育における基礎を考えどんな学習が

必要なのかを学ぶ。 

事前学習 

学習内容項目「B衣食住の生活」 

(1)食事の役割」pp.34～41を

読み授業に臨むこと。 

事後学習 

学習内容項目Ｂ（pp.25～36）をまとめ、新しく

入った内容のポイントを確認しておく。 

 

第６回 

B衣食住の生活 (２)調理の基礎 

  単元｢米飯、みそ汁の調理｣の指導の要点 

子どもたちの立場にたって実習を行う 

実習 

事前学習 

小学校における米飯･みそ汁の調理の量･手順

を確認する。実習身支度の準備をする。 

教科書 pp.42～48 を読み授業に臨むこと。 

事後学習 実習を通して学んだことを基に米飯･みそ汁の



 

 

 

調理の指導の要点をまとめ、提出する。 

実習の際の配慮点についての考察を提出 

第７回 

B衣食住の生活 (３)栄養を考えた食事 

簡単な調理の基礎 

         知識確認３（食生活に関する知識） 

事前学習 

「Ｂ日常の食事と調理の基礎」7回授業の内容

を中心に食生活に関する知識･理解を図る。教

科書 pp.52～57を読み授業に臨むこと。 

事後学習 
「食生活」の見直し、確実な知識の定着を図る。 

               知識確認３ 

第８回 
家庭科における題材・教材選びの留意点と具体的な学

習展開を題材構成や道徳との関わりから学ぶ。 

事前学習 
学習指導要領解説第 3 章 pp.71～76 を読んで

授業に臨むこと。        

事後学習 
題材構成によって構想される単元の簡単な展

開を作成する。 

第９回 

家庭科で実習指導を行う際に配慮すべき点について 

小物製作・調理実習の視点から安全を図る手立てにき

づいていく。 

事前学習 

実習指導を行う際に配慮すべき点について 

学習指導要領解説 pp.81～83 を読んで授業に

臨むこと。 

事後学習 
課題 2「家庭科実習指導における配慮および留

意点」についてまとめる。 

第１０回 

B衣食住の生活  

住生活 

環境への配慮 

 快適な住まい 住まい方への関心について小学生の

発達段階を考え、どんな意見が出るかなど予想し、消

費教育の扱い方を学ぶ 

事前学習 
学習内容項目「B衣食住の生活 住生活 

pp.58～63を読んで臨むこと。 

事後学習 

学習内容項目「C消費生活・環境」pp.64～70の

内容について消費教育の指導ポイントをまと

めておく。   

第１１回 

C消費生活・環境 

家庭科における環境教育の在り方と 

知識確認４（住生活に関する知識）         

事前学習 
12 回授業の内容を中心に消費生活環境におけ

る知識理解を図る。       知識確認４ 

事後学習 「住生活」の見直し、確実な知識の定着を図る。 

第１２回 

A家族・家庭生活   

地域とのかかわりを生かすような教材工夫や内容構成

について学ぶ。 

事前学習 
学習指導要領解説 pp.77～81 を読んで授業に

臨むこと。  

事後学習 

題材構成した単元に今回の授業内容を盛り込

み、まとめておき、家庭科指導法の授業指導案

作成に活かすように準備しておく。 

第１３回 

ポスターセッション   NIE学習について 

グループでテーマを決め、新聞の記事を基にまとめ発

表する。 

事前学習 

H29 年告示学習指導要領における内容区分領

域・教科目標の復習をする。 

テーマを基に新聞資料を準備して授業に臨む

こと。 

事後学習 知識確認１～４の復習をして定着を図る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ: 衣服の洗濯・日常着の手入れ洗濯の教材研究をしてレポートにまとめよ。 

レポート形式: A4 用紙 

実施時期:第３回授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

事後学習: 添削後のレポートを基に学んだことを第 5 回授業の発表や質疑応答・意見交換に活かす。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ: 基本的縫い方の作品を製作し基本的知識を定着させるための教材研究や指導の配慮点を考察しレポー

トにまとめ、作品とともに提出してください。製作品・レポート: A4 用紙 

実施時期: 第５回授業後に教材材料を配布する。 

提出期限：第７回の授業開始時に作品とともに提出する。 

事後学習: 添削後の作品は第 8 回の実習授業で使用します。さらに第⒒回授業の発表や質疑応答・意見交換に活かし、

学んだことをまとめておく。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
関係行政論（2 単位） 

３．科目番号 
SPMP3354 

PSMP3354 
２．授業担当教員 梶原 洋生 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

心理に関する支援において関係する行政制度の把握は重要であり、今日、クライエントやその家族、関係

者の支援において必要性が高くなっている。心理に関する支援の保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・

労働等の諸領域における行政の仕組みや法律、倫理について取り上げ、それらの理解を深めると共に、事例

に関連したグループ討議を通して、心理に関する支援に関係する行政制度に応じた臨床感覚を養っていく。 

８．学習目標 

以下の6点を学習の目標とする。 

①心理に関する支援における保健医療分野に関係する制度、法律を理解する。 

②心理に関する支援における福祉分野に関係する制度、法律を理解する。 

③心理に関する支援における教育分野に関係する制度、法律を理解する。 

④心理に関する支援における司法・犯罪分野に関係する制度、法律を理解する。 

⑤心理に関する支援における産業・労働分野に関係する制度、法律を理解する。 

⑥心理に関する支援における倫理的対応を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ 授業内でリアクションペーパーの提出を義務付け、理解習熟度の確認を行う。 

２ 課題レポートの提出を義務付ける。テーマは「各分野の法制と法理について」を予定している。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

元永拓郎編『公認心理師の基礎と実践 23 関係行政論』遠見書房 2018 年 

【参考書】 

金子 和夫 (監修)『心の専門家が出会う法律[新版]: 臨床実践のために』誠心書房、 2016 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理に関する支援において関係する行政制度と法律に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。 

2. 心理に関する支援の諸領域におけるこころの健康保持に関する課題を発見する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題レポート・試験等を総合して評価する。 

1.積極的態度（発言、討議、学習ノート等）総合点の 30％ 

2.課題レポート・試験等          総合点の 70％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３/４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 
専門家の養成科目であるということを自覚し、体系的かつ発展的に学んでください 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

①授業の全体像 

事前学習 シラバスを熟読する。 

事後学習 
講義概要、学習目標、成績評価の方法の詳細

を確認する。 

第２回 
児童の心理に関する支援に関連する法律の概要につい

て学ぶ。 

事前学習 
児童の心理に関する支援に関連する法律の

概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第３回 
少年の心理に関する支援に関連する法律の概要につい

て学ぶ。 

事前学習 少年事件の処理の流れについて調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第４回 
学校における心理に関する支援に関連する法律の概要

について学ぶ。 

事前学習 
学校における心理に関する支援に関連する

法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第５回 
家庭における心理に関する支援に関連する法律の概要

について学ぶ。 

事前学習 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（ＤＶ防止法）の概要について

調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第６回 
産業領域における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 労働三法について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第７回 
社会福祉・高齢者福祉領域における心理に関する支援に

関連する法律の概要について学ぶ。 

事前学習 

社会福祉・高齢者福祉領域における心理に関

する支援に関連する法律の概要について調

べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 



 

 

第８回 
犯罪被害における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
被害者支援としての心理に関する法律や制

度について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第９回 
災害被害における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
災害被害における心理に関する支援に関連

する法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１０回 
医療領域・心理に関する支援における倫理の概要につい

て学ぶ。 

事前学習 
医療領域・心理に関する支援における倫理の

原則について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１１回 
事例発表・出版等における倫理の概要について学ぶ。 

 

事前学習 研究倫理について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１２回 
心理に関する支援における守秘義務に関する判決例等

について学ぶ。 

事前学習 
心理に関する支援における守秘義務等につ

いて調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１３回 

 

まとめ 

 

事前学習 まとめたノートを見直しておく。 

事後学習 
記入していなかった重要語句をまとめる。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：医療領域における心理に関する支援に関連する法律の概要について学ぶ。医療領域における心理に関する支

実施時期：授業内で周知する。 

事前学習：援に関連する法律の概要について調べておく。 

事後学習：授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめておく。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：福祉領域における心理に関する支援に関連する法律の概要について学ぶ。 

実施時期：授業内で周知する。 

事前学習：福祉領域における心理に関する支援に関連する法律の概要について調べておく。 

事後学習：業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
看護学（救急処置を含む） （4単位） 

３．科目番号 EDHE3313 

２．授業担当教員 面川 幸子 

４．授業形態 
ディスカッション・講義を中心に、グループワーク・発表・実技演

習などで構成する。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、養護教諭を志す学生が、本科目を学ぶことの意味を考えることから取り組んでいく。教師が、

点数ではなく「その児童・生徒」をみるように、看護は病気をみるのではなく生きている「その人」をみる。

また、看護行為は専門性に基づいた意図的な営みであり、意図していなかった意味もある。本科目では、こ

の考え方を基盤に、養護実践に不可欠な看護学的知識や技術を中心に学んでいく。 

 養護教諭は、教諭自らの身を用いて、その児童・生徒が言葉とからだで表現しているサインを状況と共に

意図的に読み取る。そして目の前にいる児童・生徒が、命の危険を伴うのか、休養を要するのか、医療を要

するのかを判断しなければならない。その上で、児童・生徒が生を営んでいくための心身機能に支障を来た

す危険性を最小限にするために、教諭の身を用いて必要な手当てをしなければならない。本科目では、この

ような判断や手当てに必要なフィジカルアセスメント、感染予防、移送、包帯法などの知識や技術と、児童・

生徒によくみられる症状や状態に応じた基本的な対応について学んでいく。 

 また人間は、外界から酸素や食物を取り入れ、エネルギーをつくり出し、活動し、休息し、不要物を外界

へ排泄し、生きている。これらの生理的な働きが生活・人生の基盤となり、これを整えていくことが自己実

現へとつながる。食事・活動・排泄等の生きるための行動に関して、生理的な働きを保つための援助として

のみではなく、よりよく生きるために、生活行動を自立し、自律的な望ましい生活習慣を確立していくため

の、健康教育に必要な基礎知識としても学習する。 

８．学習目標 

１．養護教諭を志す学生自らが、看護学を学ぶことの意味を見出し、記述することができるようになる。 

２．フィジカルアセスメントに関する基礎的な知識と技術を学び、これに基づいた身体機能の評価方法を説

明できるようになる。 

３．感染予防に関する基礎的な知識と技術を学び、「清潔」「不潔」の区別ができるようになる。 

４．食事・排泄・活動・睡眠の意義と自立、および自律的な生活習慣に向けた援助・支援に関する知識を学

び、養護教諭の役割を見出して記述することができる。 

５．保健室の機能を活かす環境づくりに関する知識と技術を学び、実践することができるようになる。 

６．移動・移送・包帯法に関する知識と技術を学び、学生問で実践できるようになる。 

７．児童・生徒によくみられる症状・状態に応じた看護的対応に関して学び、代表的な症状・状態に対する

対応について記述することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【レポート課題１】「養護教諭として看護学を学ぶことの意義について自己の考えを述べよ」（800字程度） 

【レポート課題２】「ヘルスアセスメントについての学びを述べよ」（800字程度） 

【レポート課題３】「事例2ケースをあげ、救急処置について述べよ」（800字程度） 

※ 提出期限については、授業中に提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

１．藤井寿美子・山口昭子・佐藤紀久榮・采女智津江編著『養護教諭のための看護学四訂版』大修館書店． 

２．『保健室で役立つフィジカルアセスメント』監修 山内豊明 東山書房 

【参考書】 

１．岡田加奈子・遠藤伸子・池添志乃編 

『養護教諭、看護師、保健師のための学校看護－学校環境と身体的支援を中心に－』東山書房． 

２．草川功監修・全養サ書籍編集委員会著 

  『ここがポイント！新刊 学校救急処置 基本・実例、子どものなぜに答える』農文協． 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．養護教諭を志す学生自らが、看護学を学ぶことの意味を見出し、記述することができているか。 

２．フィジカルアセスメントに関する基礎的な知識と技術を学び、これに基づいた身体機能の評価方法を説

明できているか。 

３．感染予防に関する基礎的な知識と技術を学び、「清潔」「不潔」の区別ができるようになっているか。 

４．保健室の機能を活かす環境つくりに関する知識と技術を学び実践することができるようになったか。 

５．食事、睡眠、運動の意義と自立、および自立的な生活習慣に向けた支援・援助に関する知識を学び、養

護教諭の役割を見出すことができたか。 

６．移動・移送・包帯法に関する知識と技術を学び、学生間で実践できたか。 

７．児童・生徒にみられる症状・状態に応じた学校看護的対応に関して学び、代表的な症状・状態に対する

対応を修得できたか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．日常の授業への積極的参加態度（20％） 

２．演習、グループ発表、授業への振り返り（20％） 

３．課題レポート（30％ 

４ 小テスト、期末テスト（30％） 

上記のほかに、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の修得の条件であることをも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

 看護は病院で看護師によって行われるという狭義の看護ではなく、健康水準にある（健康な人をも対象と

した）人々を対象に看護は行われているというように広義の看護であることを学習します。養護教諭は、学

校現場において、教育的・医学的・看護学的知識・技能を有した専門職といわれています。子どもたち一人

ひとりを尊重しながら、子どもたちと向き合い、総合的に対応できるアセスメント能力が求められます。み

なさんの中で、看護というものがどのようなものであるかの理解を確認しつつ、双方向で授業を展開してい



 

 

 

きましょう。 積極的参加度、受講態度、レポートの形で評価します。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業等）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

○オリエンテーション 
・カリキュラムにおける本科目の位置づけ 
・本科目の学習目標・学習内容の概要・学習方法 

【看護学総論】 
○非看護系大学における看護学について 
○看護学総論  ○看護職の倫理 

事前学習 

教科書「はじめに」を読んだ上で、既習の知識と
生活体験から、養護教諭を志す自分が看護学を学
ぶことの意味を考え、発表できるようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.2-9 を読み、授業内容の理解を深め

る。 

第２回 

○基礎看護論 
・看護の基礎 

○看護の機能と養護教諭 
○望ましい養護教諭とは（専門職としての資質能
力） 

事前学習 
教科書pp.10-12 を読み、わかったこと、わから
なかったことを発表できるようにしておく。 

事後学習 
授業内容を踏まえて、養護教諭を志す自分が看護

学を学ぶことの意義について考えを深めておく。 

第３回 

○看護行為の基本 
・コミュニケーション 
・観察の目的 

・記録の重要性 

事前学習 
学校看護において、なぜ連携や協働が必要である
のか、自分なりの考えを発表できるようにしてお

く。教科書pp.13-20 

事後学習 
養護教諭を志す自分が看護学を学ぶことの意味
について、自己の考えをまとめる。 

第４回 

○看護の過程 
・養護教諭の養護活動の過程 
・疾病の経過に伴う看護 

・児童生徒対象の病気の経過に対応して行われる援助 

事前学習 
教科書pp.21-27 の養護教諭の行う看護的対応の
流れを理解しておく。 

事後学習 
教科書等をみながら、特に自主的に取り組みたい
学習課題について考えておく。 

  

第 5回 

○小児看護 
・小児看護の基礎知識（小児の健康と看護） 
・小児各期の健康障害（幼児期・学童期）の理解 

・こころのケア（心的外傷ストレス、虐待、いじめ） 

事前学習 
教科書 pp.30-44 を読み、小児期の健康障害を理
解し看護を学び教育活動に関係が深いことをま

とめておく。 

事後学習 
小児看護が養護教諭活動に関係が深いことを理

解し深める。 

第 6回 

○学校における感染予防に関する基礎知識 
・感染予防の3 原則 
・消毒と滅菌の種類および方法 

・学校における感染症発生時の対応 

事前学習 
教科書pp45.-50「学校における感染予防・対策の
考え方」を読み、わかったこと、わからなかった

ことを発表できるようにしておく。 

事後学習 
感染症の予防や拡大防止において、学びと自己課

題をまとめておく。 

  

第 7回 

○眼科疾患と看護 

○耳鼻咽喉科疾患と看護 
○皮膚科疾患と看護 

事前学習 
教科書pp92-121まで熟読し、解剖生理学的知識を
確認しておく。 

事後学習 
専門用語や学童期によく見られる症状や疾患、必

要な看護について自己課題をまとめておく 

第 8回 
○口腔歯科保健と看護 
○学校における救急看護（救急処置） 

事前学習 
教科書pp.122-128まで熟読し、保健室の機能と養

護教諭の役割についてまとめておく 

事後学習 
児童生徒の生命や安全について、体験をふり返
り、自己課題をまとめておく。 

第 9回 

○障害のある児童生徒の理解と看護 
○健康つくりと健康教育 

・ヘルスプロモーション 
・日本の健康つくりの取り組み 
・学校における健康教育 

・健康相談プロセス 

事前学習 
教科書pp.129-153/pp178-184まで目を通し、わか
ったこと、わからなかったところを発表できるよ

うにしておく。 

事後学習 
健康教育活動について、授業内容の理解を深めて
おく。また、その活動の中心となる自己の課題を

まとめておく。 

第１０回 

○成人看護の基礎と予防対策・老人（高齢者）看護 

○公衆衛生看護の目的、業務と地域のおける看護活
動 

事前学習 

教科書pp79-90まで熟読し、系統的に健康つくり

のための看護を理解し、学校保健と関係が深いこ
とを学ぶ。 

事後学習 

学校看護において、なぜ、連携や協働が必要であ

るか、自分なり考えを発表できるようにしてお
く。 

第１１回 

【看護技術】 
○基礎看護 
・環境整備・安楽な体位・傷病者の移送 

・衣服の脱着・身体の清潔・排泄の援助 
・食生活の援助・罨法・薬の知識と理解 

事前学習 

教科書pp.194-201 搬送法に関する技術のイメー
ジトレーニングをしておく。また、児童を保健室
に搬送してくること想定し、必要な心身の準備と

環境を整えておく。 

事後学習 
保健室の使用後を想定した実習室環境を整える。
また、授業で学んだ体験をふり返り、自己課題を

まとめておく。 

  

第１２回 

○バイタルサインの測定法 
・体温、脈拍、呼吸、血圧 
・包帯法 

○救急処置 
・技術の習得・体位・保温・止血法 
・症状別救急処置（創傷・捻挫・骨折・熱中症・ア

ナフィラキシーショック 

事前学習 
教科書pp.206-211 を読み、わかったこと、わか
らなかったことを発表できるようにしておく。 

事後学習 
教科書 pp.212-219 を参照しながら、脈拍触知可
能な各部位を自分の身体で確認する。また、他者
の脈拍と呼吸数を測定する体験をしておく。 

  

第１３回 
【救急処置】 

○養護教諭にとってのフィジカルアセスメントの重
事前学習 

教科書２pp22-24を読み、わかったこと、わから

なかったことを発表できるようにしておく。 



 

 

要性 
・養護教諭が行うフィジカルアセスメント 

事後学習 
人間が生活を営む機能を支持する養護教諭の役
割について考え、まとめる。 

第１４回 

○フィジカルアセスメントに共通する基本技術 

・問診、視診、触診、聴診、打診 
・バイタルサイン（体温、脈拍、血圧、呼吸、意識
障害）の測定方法と実際 

事前学習 

教科書２pp.34-67 に目を通し、呼吸・循環・体

温調節に関する解剖生理学的知識を確認してお
く。 

事後学習 
授業内容を想起しながら、専門用語や基準値を覚
える。 

第１５回 

○フィジカルアセスメントの実際① 

・頭、眼科、耳鼻咽喉科のおける症状や訴えに関す
る技術とその実際 

事前学習 
教科書２pp74-101目を通し、頭部、眼、耳鼻咽喉

の解剖生理的知識を確認しておく。 

事後学習 
授業内容を想起しながら、専門用語や基本となる

技術を学び深める。 

第１６回 
○フィジカルアセスメントの実際② 
・口腔、首、顔面、胸のおける症状や訴えに関する

技術とその実際 

事前学習 
教科書２pp102-141を参照しながら、口腔、首、
顔面、胸部の解剖生理学的知識を確認しておく。 

事後学習 
授業内容を想起しながら、専門用語や基本となる
技術を学び深める。 

第１７回 
○フィジカルアセスメントの実際③ 
・腹部、四肢のおける症状や訴えに関する技術とそ
の実際 

事前学習 
教科書２pp.142-164を読み、腹部の循環器系・四
肢の骨格系の解剖生理学的知識を確認しておく。 

事後学習 
授業内容を想起しながら、専門用語や基本となる
技術を学び深める。 

第１８回 
○フィジカルアセスメントの実際④ 
・発熱、気持ち悪い、めまい、立ちくらみ、だる
い、疲れの症状や訴えに関する技術とその実際 

事前学習 
教科書２pp.165-190を読み、わかったこと、わか

らなかったことを発表できるようにしておく。 

事後学習 グループワークを通しての自己課題にとりくむ。 

第１９回 
○症状フィジカルアセスメントの実際⑤ 
・不眠、けいれん、ひきつけ、熱中症の症状や訴え

に関する技術とその実際 

事前学習 
教科書２pp.191-211を読み、わかったこと、わか
らなかったことを発表できるようにしておく。 

事後学習 グループワークを通しての自己課題にとりくむ。 

第２０回 
○症状や状態に応じたアセスメントと応急処置・支
援 

・顔の部位 

事前学習 
教科書２pp.214-246を読み、顔の部位の解剖生理
的知識を確認しておく。 

事後学習 
授業内容を想起しながら、専門用語や基本となる
顔のアセスメントの技術を学び深める。 

第２１回 
○症状や状態に応じたアセスメントと応急処置・支
援 
・胸部の部位 

事前学習 
教科書２pp.247-254の該当部分を読み、胸部の部
位の解剖生理学的知識を確認しておく。 

事後学習 
授業内容を想起しながら、専門用語や基本となる
胸部のアセスメントの技術を学び深める。 

第２２回 

○症状や状態に応じたアセスメントと応急処置・支

援 
・腹部の部位 

事前学習 
教科書２pp255-268を読み、腹部の解剖生理学的

知識を確認しておく。  

事後学習 
授業内容を想起しながら、専門用語や基本となる

腹部のアセスメントの技術を学び深める。 

第２３回 
○症状や状態に応じたアセスメントと応急処置・支
援 

・全身 

事前学習 
教科書２pp269-300を読み、わかったこと、わか
らなかったことを発表できるようにしておく。 

事後学習 
授業内容を想起しながら、専門用語や基本となる
アセスメントの技術を学び深める。 

第２４回 
○止血法・包帯法に関する基礎的知識 
○心肺蘇生法に関する基礎的知識 

事前学習 
教科書pp.191-192及び配付資料を読み、わかった
こと、わからなかったことを発表できるようにし
ておく。 

事後学習 
教科書や資料を参照しながら、止血点を身体で確
認し、技術を覚える。 

第２５回 
○包帯法の実際 
○罨法の実際 

事前学習 
教科書 pp.181-187を参照しながら、養護教諭が
保健室でこれらの支援を行うこと想定し、必要な
心身の準備と環境を整えておく。 

事後学習 
保健室の使用後を想定した実習室環境を整える。
資料を参照しながら体験をふり返り、自己課題を

まとめておく。 

第２６回 ○本科目全体を通しての学びの想起（まとめ） 

事前学習 
養護教諭を志す自分が今まで学んだ看護学の意
味について考えをまとめておく。 

事後学習 
本科目全体を通しての学びを想起し、現時点の自
分が、看護臨床実習で学びたいこと、学ぶ必要性

を感じることなどをまとめておく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～8回の講義内容を踏まえ「健康診断の目的等」についてレポートにまとめなさい。 

レポ－ト形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業以後にも行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 5回～9回の講義内容を踏まえ「思春期の健康問題と予防等」についてレポートにまとめなさい。 

レポ－ト形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業以後にも行う。 

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

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



 

 

 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 5回～13回の講義内容を踏まえ「感染予防と無菌操作等」についてレポートにまとめなさい。 

レポ－ト形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 24回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 24回授業以後にも行う。 

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

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

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 13 回～23 回の講義内容を踏まえ「フィジカルアセスメントとは何か」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポ－ト形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：第 26回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26回授業以後にも行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
起業経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4105 

２．授業担当教員 美藤 信也 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答などを併用する。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営戦略論」および「マーケティング論」の履修が望ましい 

７．講義概要 

 日本経済の再生のためにはイノベーションを生み出すベンチャー企業が不可欠である。起業家精神やベン

チャーマインドはベンチャー企業だけではなく、大企業にとっても重要性を増している。ベンチャー企業の

経営は容易ではないが、ベンチャーを成功させるには、立ち上げから、成長，発展まで的確なビジネスプラ

ンの作成と、市場戦略、資金調達戦略、組織戦略、IPO 戦略ならびに各種支援が必要である。起業家精神を

涵養し、失敗を恐れず新しいことに果敢に挑戦するベンチャー・ビジネスの立ち上げから成功に導く経営方

法について、考察する。 

８．学習目標 

１．起業の意義と方法を理解し、説明することが出来る。 

２．ベンチャーの企業経営について理解し、説明することが出来る。 

３．ベンチャーの成長戦略について理解し、説明することが出来る。 

４．ベンチャーの成長段階に相応しい資金調達を理解し、説明することが出来る。 

５．IPO 市場と上場プロセスを理解し、説明することが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

次の授業で学ぶ内容の予習と各授業で学んだ内容の復習をしっかりと行ってください。 

レポート課題(A4 1枚 1000字程度)は、授業内で告知及び説明します。 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書は、使用しません。 

必要に応じ、プリント及び資料を配布します。参考書は、講義の際に紹介します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

将来の起業した場合の事業計画をプレゼンできるようにする。 

○評定の方法 

講義内レポート・発表 20% 授業参加 80％ 間違えてもいいから参加して考える力を重要視する。 

12．受講生への 

メッセージ 

日本経済新聞を主とする新聞及びニュース等で取り扱われる起業経営に関する記事をできる限り読み、現在

のトピックスや現実の動きに注視してください。 

13．オフィスアワー 授業内で通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス（①本講義の進め方・評価の仕方, ②起業経

営論で何を学ぶか。） 

事前学習 授業用のノートやファイルを準備しておく 

事後学習 起業経営論で学ぶ全体像を把握する 

第２回 起業及びアントレプレナーシップとは 
事前学習 起業及びアントレプレナーシップを調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第３回 起業家の特徴、背景及び実態 
事前学習 起業家の特徴、背景を考える 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第４回 ビジネスアイデアの創出 
事前学習 ビジネスアイデアを考える 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第５回 事業ビジョンの確立 
事前学習 事業のビジョンを考える 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第６回 ビジネスモデルの構築①（事業環境の分析等） 
事前学習 事業環境とは何かを調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第７回 ビジネスモデルの構築②（事業機会の分析等） 
事前学習 事業機会について調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第８回 マーケティング戦略 
事前学習 マーケティング戦略を調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第９回 競争戦略 
事前学習 競争戦略とは何かを調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１０回 組織戦略と人材 
事前学習 組織戦略について調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１１回 起業のリスクと法律 
事前学習 起業のリスクと関係する法律を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１２回 起業と支援政策 
事前学習 起業の支援政策を調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第１３回 ビジネスプランのレポートと発表（全体のまとめ） 
事前学習 レポートと発表の準備をする 

事後学習 プリントの総復習をする 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 5 回の講義内容を踏まえ、「起業を始めるにあたって」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期: 第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回授業終了後に教室で行う。 

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

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



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 6 回～第 9 回の講義内容を踏まえ、「起業の戦略立案」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期: 第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に行う。 

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

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

期末試験 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 企業統治論（非営利企業を含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3116 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 講義を主にしながら質問、報告、討論の時間をつくり進める。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営学」や「経営戦略論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

1）企業の健全な経営のため最も重要な機能は企業統治だといわれている。まず企業統治（コーポレート・

ガバナンス）とは何かについて理解を深める。 

2）企業という場合、株式会社などの営利企業のほかに非営利企業(NPO 法人など)、最近では社会的企業

と表現される企業があるが、株式会社を中心としつつ、各種の企業経営に共通の機能として企業統治機

能の内容を解明する。 

3）企業活動のグローバル化にともない、日本をはじめアメリカ、中国、韓国、ドイツなどの企業統治の特

徴を具体的にとりあげ、国際化への知的対応を準備する。 

８．学習目標 

将来、企業（営利企業、非営利企業）へ就職したり、企業を設立、運営したり、企業と関係することが多

いと思われ、そのような意味から学習の目標としては、1）企業の立場から企業統治を考えるとともに、2）

企業の利害関係者（ステイクホルダー）の立場から、株主、従業員、顧客、地域社会などの視点から考え、

3）数多くの具体的な事例をとりあげ、問題への認識を深めることを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

講義でとりあげ学習した企業統治の具体的な問題について課題を示すので、それについてコメントを記

述して課題レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

菊池敏夫・金山権・新川本編著『企業統治論―東アジアを中心に―』税務経理協会、2014 年。 

【参考書】 

授業の中で適宜提示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業統治に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日産自動車のゴーン元会長の逮捕に象徴されるように、組織経営の観点から、企業統治は今とても大切

なテーマになっている。将来における、企業（営利・非営利企業）への就職、企業の設立、企業の経営管

理への参加などの機会を想定しながら、教員が示す近年の事例などを見て、現実の企業統治を考え学習す

ることを勧めたい。そうすることによって学習が将来就職する組織での的確な活動の準備となり、問題を

真剣に考えられるようになるからである。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 Ⅰ．企業統治とは何か（１）意味と組織的対応 

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあら

かじめ理解しておく。 

事後学習 

pp.3～4 の企業統治の意味を再確認して、p.5-6

の企業組織の再編成と問題についてまとめるこ

と。 

第２回 Ⅰ．企業統治とは何か（２）背景と歴史他 

事前学習 
pp.6～9 の企業統治問題提起の背景を読み、内容

を理解すること。 

事後学習 
学習した内容に基づいて、今何が求められている

かをまとめること。 

第３回 
Ⅱ．企業活動と企業統治（１）企業活動の構成と主体、

企業支配 

事前学習 
pp.20～23 の企業活動の構成とその主体企業を

読み、内容を理解すること。 

事後学習 p.23 の企業支配について、内容をまとめること。 

第４回 
Ⅱ．企業活動と企業統治（２）企業支配の主体と企業統

治 

事前学習 
pp.24～25 の企業支配の主体を読み、内容を理解

すること。 

事後学習 
学習した内容に基づいて、現代企業の企業統治の

主体についてまとめること。 

第５回 
Ⅲ．企業統治と取締役会（１）日本の企業統治と取締役

会 

事前学習 
pp.31～32 の日本の企業統治と取締役会を読み

理解すること。 

事後学習 
学習した内容に基づいて、ゴーン元会長逮捕まで

の日産自動車の機関設計についてまとめること。 

  



 

 

第６回 Ⅲ．企業統治と取締役会（２）株式会社の機関設計 

事前学習 pp.41～42 の現状を読み、内容を理解すること。 

事後学習 

日本の企業統治制度の下にある日産自動車でな

ぜ統治が機能しなかったのか、考察してまとめ

ること。 

課題研究 1 のレポートをまとめる。 

第７回 
Ⅲ． 企業統治と取締役会（３）日本企業統治の今後と中

国の企業統治 

事前学習 p.48 のはじめにを読み、内容を理解すること。 

事後学習 

中国の企業統治の特色について、授業で学習し

た内容を基にまとめること。 

課題研究 1 のレポートを提出する。 

第８回 Ⅳ．社外取締役・独立取締役をめぐる諸問題 

事前学習 
pp.91～92 のはじめにを読み、内容を理解する

こと。 

事後学習 

わが国において企業統治システムが機能するた

めに何が必要であるのか、学習した内容を基に

まとめること。 

課題研究 1 のレポートに関する質疑応答などに

参加する。 

第９回 Ⅴ．企業統治と監査・内部統制 

事前学習 
pp.101～105 のはじめにと企業統治と内部統制

を読み、内容を理解すること。 

事後学習 
p.114 の現状と課題、学習した内容を基に、課題

をまとめること。 

第１０回 Ⅵ ．非営利企業の企業統治（１）その難しさ 

事前学習 
pp.117～119 の非営利企業とは何かを読み、内

容を理解すること。 

事後学習 
pp.119～121 の非営利企業の企業統治の難しさ

についてまとめること。 

第１１回 
Ⅵ．非営利企業の企業統治（２）日本における非営利企

業の企業統治① 

事前学習 
pp.121～122 の非営利企業のステークホルダー

を読み、内容を理解すること。 

事後学習 

学習した内容を基に、日本における非営利企業

の企業統治の現状についてまとめること。 

課題研究 2 のレポートをまとめる。 

第１２回 
Ⅵ．非営利企業の企業統治（３）日本における非営利企

業の企業統治② 

事前学習 
pp.127～128 の非営利企業をめぐる研究課題を

読み内容を理解すること。 

事後学習 

学習した内容を基に、日本における非営利企業

の企業統治についてまとめること。 

課題研究 2 のレポートを提出する。 

第１３回 Ⅶ．企業統治における消費者の権益 

事前学習 
p.131 はじめに―問題の所在を読み、内容を理

解すること。 

事後学習 

なぜ消費者・顧客重視が企業経営において重要

なのか、学習した内容を基に、考察してまとめ

ること。 

課題研究 2 のレポートに関する質疑応答などに

参加する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 6 回までの授業内容をふまえて、日産自動車のゴーン元会長の事件について、何が企業

統治上問題であったのか、教員が与える資料を基に考察し、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 6 回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 7 回目の授業終了時に提出する。 

 第 8 回目の授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問

がある場合には、その後も研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 11 回までの授業内容をふまえて、米国の株主第一主義に関する変化について、教員が与

える資料を基に考察し、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 11 回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 12 回目の授業終了時に提出する。 

 第 13 回目の授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問

がある場合には、その後も研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習し、

期末試験に備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
基礎演習Ⅰ （1単位） 

３．科目番号 GEBS1108 

２．授業担当教員 加藤 宏一 

４．授業形態 演習・ディスカッション・グループ発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 心理学とはどのような学問領域なのか、また、主な研究テーマや研究方法にはどのようなものがあるのか

について体験的に理解することを目標とする。 

 具体的には身近なテーマについて、質問紙法、実験法、観察法、事例研究といった心理学における代表的

な研究方法を用いた簡単な演習を通して、自分自身の心理的特徴について理解し、あわせて基礎的な知識や

技術を習得する。 

８．学習目標 

１．心理学という学問領域、主な研究テーマ、研究方法について説明することができる。 

２．データ（事実）に基づいて、理論的・批判的に考え、意見を述べることができる。 

３．心理学的なものの見方、考え方を日常生活で応用することができる。 

４．心理学を通して自己や他者、社会を理解することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポート課題：授業で演習として実施する質問紙法、観察法、実験法に関して、レポートを作成する。 

・グループ課題：興味のあるテーマについて、質問紙調査または簡単な実験を実施する。口頭発表およびレ

ポートにて成果発表を行ってもらう。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】【教材】指定の教科書はないが、教材として実験材料・心理検査を購入してもらう。 

【参考書】必要に応じて授業で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．心理学という学問領域、主な研究テーマ、研究方法について説明することができるか。 

２．データ（事実）に基づいて、理論的・批判的に考え、意見を述べることができるか。 

３．心理学的なものの見方、考え方を日常生活で応用することができるか。 

４．心理学を通して自己や他者、社会を理解することができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、テスト、レポート、発表等を総合して評価する。 

１．平常点(授業態度・授業への参加など） 30％ 

２．課題（テスト・レポート・発表など） 70％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

 一口に「心理学」と言っても、その中にはいろいろな「心理学」があります。演習を通して心理学の異な

る分野や研究方法について体験的理解を深め、「科学としての心理学」に興味をもって欲しいと思います。受

講生の皆さんの積極的な参加を期待しています。 

 授業内容は受講者の皆さんの興味や理解度によって、適宜変更する可能性があります。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・自己紹介（連想ゲーム）  
事前学習 シラバスをよく確認しておく。 

事後学習 授業で行った演習のまとめを書く。 

第２回 質問紙法①：性格 

事前学習 自分の性格について考えておく。 

事後学習 
講義で行った質問紙法演習の結果をまとめ

る。  

第３回 質問紙法②：ジェンダー 

事前学習 ジェンダーについての考えをまとめておく。   

事後学習 
講義で行った質問紙法演習の結果をまとめ

る。  

第４回 実験法①：記憶 
事前学習 記憶力を高める方法について考える。 

事後学習 実験結果のまとめを書く。   

第５回 実験法②：結果の知識 
事前学習 結果の知識（KR）について調べておく。 

事後学習 実験結果のまとめを書く。 

第６回 質問紙作成法：質問紙の作成① 

事前学習 質問紙のテーマについて考えておく。 

事後学習 
テーマに関連した資料・文献を探し、読んで

おく。 

第７回 質問紙作成法：質問紙の作成② 
事前学習 

テーマに関連した資料・文献を探し、読んで
おく。 

事後学習 質問紙の項目を作成する。 

第８回 質問紙作成法：質問紙の作成③ 
事前学習 質問紙の項目を作成する。 

事後学習 質問項目を精査し、完成させる。 

第９回 質問紙作成法：データ収集と結果の整理 

事前学習 質問項目を精査し、完成させる。 

事後学習 
質問紙調査結果を整理し、発表資料を作成す

る。 

第１０回 心理検査①：YG 

事前学習 YG性格検査について調べる。 

事後学習 
検査結果のまとめ。質問紙調査の発表資料の

作成。 

第１１回 心理検査②：クレペリン 
事前学習 クレペリン検査について調べる。 

事後学習 検査結果のまとめ。質問紙調査の発表資料の



 

 

作成。 

第１２回 質問紙作成法：グループ発表 
事前学習 発表の準備。質問紙調査のレポート作成。   

事後学習 質問紙調査のレポート作成。 

第１３回 質問紙作成法：グループ発表 
事前学習 発表の準備。質問紙調査のレポート作成。 

事後学習 質問紙調査のレポート作成。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「ストレス」の質問紙に回答し、自身の結果を踏まえレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 3回の授業後に実施する。 

提出時期：第 4回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 6回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：返却レポートの修正と再提出を実施する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：他のグループが作成した質問紙に回答する。また、自分たちのグループが作成した質問紙の結果の整

理を行う。「学習理論の特徴と応用」についてレポートにまとめなさい。 

実施形式及び時期：第 8回の授業後に作成した質問紙を配布し、第 9回の授業開始時に回答済の質問紙を回収する。 

         その後、自分たちのグループが作成した回答済の質問紙を受け取り、その結果の整理を行う。 

結果の整理等に関する質問は第 9 回授業終了後に受け付ける。その後も毎回の授業等で随時受け

付け適宜指導する。 

事後学習：結果の整理を継続し、発表資料を完成させる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
基礎演習Ⅱ （1単位） 

３．科目番号 GEBS2108 

２．授業担当教員 武内 智弥 

４．授業形態 演習、発表、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

心理学は科学として在ることを示すことで生まれ、また経験と実践の学としても積みあげられてきている。

学問としての心理学を学んでいくにあたり、心理学的なものの見方や考え方を養うことは欠かせない。これ

は、先人の研究成果を正確に読み取り、自身の意見を論理的に組み立てることであったり、臨床心理学的な

観点から人間理解を深めることであったりする。 

本講義においては、心理学の専門的内容を学び始める準備として、心理学の基本的なテーマを取りあげな

がら、基礎的な知識を身につけると同時に、学問としての心理学の視点・観点を身につけることをねらいと

する。講義においては演習や議論、発表を通して、知識と同時に体験的な理解を深めていく。 

８．学習目標 

１ 心理学的なものの見方や考え方を体験的に身につけていく。 

２ 心理学の基本的なテーマについて基礎知識を学ぶ。 

３ 自ら学び、まとめる過程を通して、心理学的視点を身につけ、応用する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学期中に、以下の 2つのレポートを課します。 

1．自分の興味のある心理学に関する学術論文（実験もしくは調査を行ったもの）を探し，熟読した上で，

その内容を要約しなさい。 

2．この授業で扱ったことの中から，新しい発見があったことについてまとめなさい 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】指定無し 

【参考書】   ・大山正・中島義明（2012）．新心理学ライブラリ 実験心理学への招待［改訂版］－実験に

よりこころを科学する－．サイエンス社 

・松井豊（2010）．改訂新版 心理学論文の書き方---卒業論文や修士論文を書くために．河出

書房新社 

・Bフィンドレイ（著）細江達郎・細越久美子（訳）．心理学実験・研究レポートの書き方．北

大路書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1)心理学的なものの見方や考え方を体験的に身につけることができたか。 

2)心理学の基本的なテーマについて基礎知識を学べたか。 

3)自ら学び、まとめる過程を通して、心理学的視点を身につけ、応用する力を養えたか。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加や発言)50％、試験にかわる課題レポート 50％として算出した合計得点により成績評価を行う 

12．受講生への 

メッセージ 

『心理学実験』などの、今後の授業に必要なレポート作成を中心とした知識・技術を身につけるための授業

です。授業態度に関する加点・減点の具体的内容は以下の通りです。 

１．講義中はよく聞きよく考え、そして復習すること。 

２．ディスカッションやグループワーク等において、自主的・主体的かつ協力的に学習を進めること。 

３．授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退、中抜けをしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合

は、その理由を必ず教員に書面をもって報告すること。 

４．携帯電話・スマートフォンの授業中の作動は厳禁とする。他の受講生の学習に迷惑をかける行為（私語、

居眠り、グループ活動に協力しない等）を慎むこと。 

13．オフィスアワー 別途通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 心理学のレポートと文献の種類について 
事前学習 

心理学概論で習ったことについて復習して

おく 

事後学習 配付資料・ワークへの理解を深める 

第２回 文献の検索・入手の方法と，論文の構成について 
事前学習 インターネットで論文検索を試してみる 

事後学習 検索した論文を実際に入手して読む 

第３回 心理学論文における序文について 
事前学習 参考書・配付資料を読んでおく 

事後学習 論文の序文の役割を理解する 

第４回 心理学論文における方法について 
事前学習 参考書・配付資料を読んでおく 

事後学習 論文の方法の役割を理解する 

第５回 
心理学におけるクリティカルシンキングについて①原

因帰属について 

事前学習 自分の物事の考え方を振り返っておく 

事後学習 
自分の考え方の傾向を知った上でどう心理

学の学習に取り組むかを考える 

第６回 研究計画による解析方法（統計）の選択について 

事前学習 心理統計法をおさらいしておく 

事後学習 
授業で行ったワークを中心に復習し，理解を

深める 

第７回 
心理学論文における結果について 統計結果の書き方

を中心に 

事前学習 心理統計法をおさらいしておく 

事後学習 
授業でおこなったワークを中心に復習し，理

解を深める 

第８回 心理学論文における図表の描き方について ルールや 事前学習 参考書・配付資料を読んでおく 



 

 

方法を中心に 事後学習 自分なりにルールをまとめる 

第９回 
心理学におけるクリティカルシンキングについて②確

信について 

事前学習 自分の物事の考え方を振り返っておく 

事後学習 
自分の考え方の傾向を知った上でどう心理

学の学習に取り組むかを考える 

第１０回 心理学論文における考察について 
事前学習 参考書・配付資料を読んでおく 

事後学習 論文の考察の役割を理解する 

第１１回 研究のデザインの検討 

事前学習 

これまで習ってきた心理学の研究が，どのよ

うなデザインで行われていたかを復習して

おく 

事後学習 
研究のデザインの中で，自分が理解できてい

なかった点を複数する 

第１２回 被験者内のデザインの実験・調査の体験とまとめ方 
事前学習 心理学における実験について調べる 

事後学習 行った実験について，まとめる・振り返る 

第１３回 得られたデータの整理の仕方 

事前学習 データの整理の仕方について調べておく 

事後学習 
行った研究から得られたデータについて，ま

とめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：心理学概論の授業等で触れた心理学の研究（実験や調査）についてまとめる。 
注意点：どのような目的をもって，どのような方法で，どのような人を対象に行われた研究であったか。（分かれば）仮説はどのよう
なもので，実際の結果はどのようなもので，そこからどのような考察が行われたかについて，まとめること。 

ねらい：研究の観点から自分の知っている心理学の知見を振り返り，心理学の研究のデザインを理解する 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200字程度） 

提出期限：夏休み前までに提出すること 

指導場所：添削指導・質疑応答・意見交換を授業終了後に教室で，もしくは，オフィスアワーの時間に研究室にて行う。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：代表的な統計検定から二つの検定を選び，それについて具体例を挙げながら，まとめなさい。 

注意点：「t検定」「分散分析」「χ2乗検定」「相関係数」の中から 2つの検定を選び，どのようなデータに対して，どのような目的で

用いるのか，また，どのような結果が算出され，それをどのように理解するか，といったことを，具体例を挙げながらまとめること。

数式等の計算上の仕組みの説明ではなく，その検定の使い方についてまとめること。 

ねらい：統計の観点から心理学の研究のデザインを理解する。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200字程度） 

提出期限：夏休み前までに提出すること 

指導場所：添削指導・質疑応答・意見交換を授業終了後に教室で，もしくは，オフィスアワーの時間に研究室にて行う。 

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

 



 

 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）A （2 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

GECD3314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習の履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、キャリアアップにつながる「教養」を身に付ける

ための一環として、効果的な考え方や勉強法を学習参考例や演習問題を使用しながら実践的に理解する。具体的には、

基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学の公務員関連問題などを解いて、考え方や解き方のコツ

をマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高める

ために、社会で問題になっている点などを取り上げて、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論

文指導などを行い、社会現場で役立つ実践的な能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤上記の①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、「自分の経験や知識を就職活動でどのように活かすか」というテーマで、1,000字程度

のレポートを作成する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『就活ＢＯＯＫ 2021 内定獲得のメソッド ＳＰＩ 解法の極意』、マイナビ出版編集部、2019 年 

【参考書】適宜、紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）につき 10 点

を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には考慮

し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、自分の希望する就職先や資格などについて真剣に考え、それらの目標を達成させるために、自主的

に求められる諸能力を高め、キャリアの向上が図られるよう努力してほしい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方）、就職・資格試験への

有効な対策方法の確認、教科書（ＳＰＩに関する知識、言

語分野の対策、非言語分野の対策、数表・図表） 

事前学習 教科書 pp.5～12 を読んでおく。 

事後学習 授業の復習（特に pp.14～19）をする。 

第２回 推理（論理）、推理（位置） 

事前学習 教科書 pp.20～29内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第３回 推理（順序）、推理（勝ち負け） 
事前学習 教科書 pp.30～37 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第４回 推理（命題）、順列・組合せ 

事前学習 教科書 pp.38～45 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第５回 確率、速さ 

事前学習 教科書 pp.46～57 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第６回 集合（ベン図）、料金の割引、割合 
事前学習 教科書 pp.58～69 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第７回 売買損益、グラフ（領域と不等式） 
事前学習 教科書 pp.70～79 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第８回 グラフ（条件と領域）、経路と比率 事前学習 教科書 pp.80～89 内にある例題を解く。 



 

 

事後学習 授業についての復習をする。 

第９回 分割払い、記号 
事前学習 教科書 pp.90～97 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１０回 ブラックボックス、フローチャート 
事前学習 教科書 pp.98～109 内にある例題を解く。  

事後学習 授業についての復習をする。 

第１１回 鶴亀算、仕事算、年齢算 
事前学習 教科書 pp.110～119 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１２回 
同意語、反意語、語句→説明、説明→語句 

語句の用法、文章整序、２語の関係、長文読解 

事前学習 教科書 pp.122～168 に出てくる単語を調べる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１３回 レポート課題テーマについてディスカッション及び発表 
事前学習 左記テーマに関して自分の意見を整理する。 

事後学習 授業についての復習をする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ； Chapter３のＥＮＧ、Chapter４の構造的把握力検査（教科書 pp.168～186）の問題を解いて答え合わせ。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期；第 6 回の授業後に実施し、第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ；模擬試験第 1、2 回（教科書 pp.197～240）の問題を解いて答え合わせ。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期；第 12 回の授業後に実施し、第 13 回の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

GECD3314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習の履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、キャリアアップにつながる「教養」を身に付ける

ための一環として、効果的な考え方や勉強法を学習参考例や演習問題を使用しながら実践的に理解する。具体的には、

基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学の公務員関連問題などを解いて、考え方や解き方のコツ

をマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高める

ために、社会で問題になっている点などを取り上げて、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論

文指導などを行い、社会現場で役立つ実践的な能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤上記の①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、講義を踏まえつつ、「あなたの考える日本社会の課題を一つ取り上げ、これに対し行政

がどのように対応するのが望ましいか」というテーマで、1,000字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】Ａ；『21 年度 警察官Ⅰ類・A 大卒レベル 過去問題集』成美堂出版、2019 年 

Ｂ；『2021 年度版 論文試験 頻出テーマのまとめ方』実務教育出版、2020 年 

【参考書】参考書は指定しないが、併せて就職支援課主催の公務員試験対策講座受講がお薦めである。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）につき 10 点

を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には考慮

し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、自分の希望する就職先や資格などについて真剣に考え、それらの目標を達成させるために、自主的

にも教養を高めてキャリアアップを図れるようになってほしい。なお、教科書 Bは次年度も使用予定である。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（授業の進め方、効果的な勉強法） 
事前学習 各教科書の冒頭部分を読んでおく。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２回 社会科学（政治） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第３回 社会科学（経済） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第４回 社会科学（社会） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第５回 人文科学（日本史） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第６回 人文科学（世界史） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第７回 人文科学（地理） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第８回 人文科学（思想、文学・芸術） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 



 

第９回 自然科学（数学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１０回 自然科学（生物） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１１回 自然科学（化学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１２回 自然科学（物理） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１３回 自然科学（地学） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１４回 一般知能（文章理解①） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１５回 一般知能（文章理解②） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１６回 一般知能（数的処理①） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１７回 一般知能（数的処理②） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１８回 一般知能（数的処理③） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１９回 一般知能（判断推理①） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２０回 一般知能（判断推理②） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２１回 一般知能（資料解釈） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２２回 小論文対策（情報化の日常） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２３回 小論文対策（情報公開と住民参加） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２４回 小論文対策（高齢化と長寿社会） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２５回 小論文対策（少子化と人口減少） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２６回 小論文対策（行政の役割） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２７回 小論文対策（住民サービス） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

第２８回 レポート課題についてディスカッションと発表 
事前学習 左記課題について自分の意見を整理する。 

事後学習 授業を基に自己の意見を修正し改善する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ；論作文の書き方の基本パターン（教科書 pp.268～279）の要約。 

レポート形式；A4 用紙 1 枚（1200 字）程度。ワードで作成することを原則とする。 

実施時期と提出期限；第 1 回の授業時に実施の仕方を説明し、5 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ；国語と英語（教科書 pp102～121）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 8 回の授業時に実施し、9 回目の授業開始時に提出する。 



 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅱ（教養）A （2 単位） 

３．科目番号 

GECD4114 

GECD4214 

GECD4314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習・キャリア開発演習ⅠAの履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、就職試験や資格試験のためだけでなく、
有能な社会人として必要な「教養」を身に付けるための一環として、効果的な勉強法を資料や演習問題を使

用しながら実践的に理解する。具体的には、基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学
の公務員関連問題などを解いて、解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作
成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点などを取上げ

て、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導なども行い、現場で役立つ実践的
な能力を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤上記の①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養力や実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、「２０２０年度にあった雇用・労働に関する時事」というテーマで、１つの

ニュースを取り上げ、どういうニュースか説明した上で、そのニュースに対するあなたの考えを1000字程度

で述べる論作文試験を課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『21 年度 最新最強の一般常識』成美堂出版、2019 年 

【参考書】適宜、紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）に

つき 10 点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、

早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、就職活動先である企業や官公庁から、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解

決能力、コミュニケーション能力があると判断される教養力を身につけてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方、就職・資格試験対策

についてなど）、教科書（時事問題の傾向と対策、一般常

識問題の傾向と対策） 

事前学習 就職・進学への対策について考えてくる。 

事後学習 効果的な勉強法を再確認して実践する。 

第２回 政治 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第３回 国際情勢 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第４回 経済 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第５回 産業 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第６回 金融 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第７回 科学・技術 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第８回 自然・環境 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第９回 社会・生活 事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 



 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１０回 教育・文化、スポーツ・芸能 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１１回 国語・社会 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１２回 数学・物理化学 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１３回 レポート課題についてディスカッション及び発表 
事前学習 左記課題について自分の意見を整理する。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ；教科書にある『別冊頻出直前対策 BOOK』にあるトピックスのうち、３つを選び要約を作成する。 

レポート形式；A4 用紙 1 枚（1200 字）程度。ワードで作成することを原則とする。 

実施時期と提出期限；第 1 回の授業時に実施の仕方を説明し、5 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ；英語（教科書 pp.192～207）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 11 回の授業時に実施し、12 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅱ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD4114 

GECD4214 

GECD4314 ２．授業担当教員 チームティーチング（佐藤・西山・宮園） 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習・キャリア開発演習Ⅰの履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、就職試験や資格試験のためだけでなく、
有能な社会人として必要な「教養」を身に付けるための一環として、効果的な勉強法を資料や演習問題を使

用しながら実践的に理解する。具体的には、基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学
の公務員関連問題などを解いて、解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作
成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点などを取上げ

て、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導なども行い、現場で役立つ実践的
な能力を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤上記の①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養力や実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、「活力ある地域にするためにあなた（公務員になったと仮定すること）が貢

献できることを、自身の今まで得てきた知識や経験を元に述べなさい」というテーマで1000字程度の論作文

を書く。 

10．教科書・参考

書・教材 

A.『2021 年度版 地方上級・教養試験 過去問 500』実務教育出版、2019 年 

B.『2020 年度版 論文試験 頻出テーマのまとめ方』実務教育出版、2020 年 

 ※昨年度キャリア開発演習ⅠA を履修し購入した者はそのままである。 

C.『成功する！公務員の面接採用試験』成美堂出版、2019 年 

【参考書】参考書は指定しないが、併せて就職支援課主催の公務員試験対策講座の受講がお薦めである。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）に

つき 10 点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、

早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、就職活動先である企業や官公庁から、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解

決能力、コミュニケーション能力があると判断される教養力を身につけてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方など）、就職・資格試

験対策（勉強法、小論文の書き方、面接の基本的な準備に

ついて） 

事前学習 就職・進学への対策について考えてくる。 

事後学習 効果的な勉強法を再確認して実践する。 

第２回 政治① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第３回 政治② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第４回 政治③（同和問題含む） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第５回 経済① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第６回 経済② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第７回 社会 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第８回 文章理解 事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 



 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第９回 数学① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１０回 物理① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１１回 物理② 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１２回 化学① 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１３回 化学② 
事前学習 今までの学習を復習してくる。 

事後学習 できなかった問題中心に復習する。 

第１４回 生物① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１５回 生物② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第１６回 地学① 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１７回 地学② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第１８回 面接対策（導入の質問・志望動機に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１９回 小論文対策（男女共同参画社会） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２０回 面接対策（自己に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２１回 小論文対策（社会貢献と NPO） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２２回 面接対策（職業観に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２３回 小論文対策（科学技術と人間） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２４回 面接対策（学生生活に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２５回 面接対策（交友関係に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２６回 面接対策（社会問題に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

課題研究 

1 

研究課題テーマ；文章理解（教科書 pp.304～347）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 4 回の授業時に実施し、6 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

2 

研究課題テーマ；資料解釈（教科書 pp.506～530）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 10 回の授業時に実施し、12 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

3 

研究テーマ；抽象課題（教科書 pp.236）を書いて提出する。なお、教科書 pp.231～239を読んでから取り組むこと。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 19 回の授業時に実施し、20 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

4 

研究課題テーマ；グラフ・データ問題（教科書 pp.244）を書いて提出する。なお、教科書 pp.240～248を読んでから取

り組むこと。 



 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 23 回の授業時に実施し、24 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育・学校心理学／教育心理学 （4単位） 

３．科目番号 

PSMP3131 

PSMP3116 

SPMP3316 ２．授業担当教員 石川 清子 

４．授業形態 講義および演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 教育心理学とは子どもを教育していく上で必要となる人間科学の知識を提示し、子どもの成長を促すため

のより良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学習、
人格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解決のた
めの諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それらの知識を

いかに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に対する支援
の在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１． 教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２． 教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

３． 子どもの発達と学習能力を高めるさまざまな要因について理解できるようになる。 

４． 教育の目的から考える学校生活のあり方：理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

５． 教育現場における心理社会的課題及び必要な支援について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 単元のまとめの活動 

2． ビデオ解説のワークシート作成。 

3． レポート課題  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

松原達哉編著『教育心理学』丸善出版、2018年。 

【参考書】 

北尾倫彦･中島実･林龍平･広瀬雄彦･高岡昌子･伊藤美香著『コンパクト教育心理学』北王路書房、2008年。 

宮川充司､大野久､大野木裕明編著『子どもの発達と学校』ナカニシヤ出版、2000年。 

Richard D. Parsons, et. al.『Educational Psychology: A Practitioner-Researcher Model of Teaching.』 

West Chester University, 2001。 

日本教育心理学会編『教育心理学ハンドブック』有斐閣、2002年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ 教育学と心理学の関係、子どもの発達と学習能力について十分に理解できたか。 

・ 学習の場における諸問題についてはグループディスカッションに積極的に参加できたか。 

・ 基礎的な知識を習得てきたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．平常点(授業態度・授業への参加・諸活動）として 50％ 

２．まとめの課題（テスト・レポート・発表など活動）として 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教育の目的を達成する為には､学習意欲を促す環境作りが重要です。その為にも､アカデミック・コミュニ

ティである教室内ではマナーある行動と円滑な人間関係の形成は欠かせません。よって次のことに注意して

下さい。 

1．シラバスに示される学習範囲の事前学習は､講義内容を深く理解する意味でも重要です。また授業中は講

義に集中し、携帯等は電源を切りカバンの中に入れて下さい。 

2．提出物は期限までに必ず提出して下さい。期限を過ぎたものは、原点の対象となります。 

3．近年の教育に関わる社会問題に対して関心を持ち、心理学の研究論文等に慣れる事も重要です。 

13．オフィスアワー 第 1回講義日にお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
導入：シラバスの説明と教科目標に関して 

教育・学校心理学の課題：学校の中の子どもたち 

事前学習 テキスト第 1章（pp.1-8）の内容をまとめる 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第２回 
ビデオ：はるかに豊かな赤ちゃんの感受性／ディス

カッション 

事前学習 テキスト第 1章（pp.1-8）の内容をまとめる 

事後学習 ワークシート１の提出 

第３回 発達と教育：パート１ 認知の発達 
事前学習 

テキスト第 2章 36（pp.9-26）の内容をまとめ

る 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第４回 ビデオ：愛着／ディスカッション／まとめ１ 
事前学習 テキスト第 2章（pp. 9-26）の内容をまとめる 

事後学習 ワークシート２の提出 

第５回 子どもの発達の理解：パート 2 社会性の発達 
事前学習 テキスト第 2章（pp.26-36）の内容をまとめる) 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第６回 ビデオ：家庭の環境／ディスカッション 
事前学習 テキスト第 2章（pp.26-36）の内容をまとめる 

事後学習 ワークシート 3の提出 

第７回 
子どもの発達と教育：パート１ アイデンティティ

形成 

事前学習 配付資料 1の内容をまとめる 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第８回 
ビデオ：十代の対人関係／ディスカッション／まと

め２ 

事前学習 配付資料 1の内容をまとめる 

事後学習 ワークシート 4の見直し 

第９回 
子どもの発達と教育：パート２ アイデンティティ

と諸問題 

事前学習 配付資料 1の内容をまとめる 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 



 

 

第１０回 ディスカッション：教育環境ができる支援とは 
事前学習 配付資料 1の内容をまとめる 

事後学習 ワークシート 5の提出 

第１１回 適応の心理と教育：不適応児の理解と指導 
事前学習 

テキスト第 5 章（pp.86-113）の内容をまとめ

る 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第１２回 
ビデオ：増加する非行とその変質／ディスカッショ

ン 

事前学習 
テキスト第 5 章（pp.86-113）の内容をまとめ

る 

事後学習 ワークシート６の提出 

第１３回 
特別支援教育と発達障害： 

不適応児の理解と指導および支援の在り方 

事前学習 テキスト第 3章（pp.37-60）の内容をまとめる 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第１４回 
ビデオ：学級崩壊：教育現場の諸問題／ディスカッ

ション 

事前学習 テキスト第 3章（pp.37-60）の内容をまとめる 

事後学習 ワークシート７の提出 

第１５回 学習理論：学習とは 
事前学習 

テキスト第 6章（pp.114-133）の内容をまとめ

る 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第１６回 
ビデオ：子ども時代について／ディスカッション／

まとめ４ 

事前学習 
テキスト第 6章（pp.114-133）の内容をまとめ

る 

事後学習 ワークシート８の提出 

第１７回 動機づけ：不適応児の理解と指導 
事前学習 

テキスト第 7章（pp.134-156）の内容をまとめ

る 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第１８回 
ディスカッション：心理社会的課題と不適応児の支

援の在り方 

事前学習 
テキスト第 7章（pp.134-156）の内容をまとめ

る 

事後学習 ワークシート９の提出 

第１９回 学習指導：不適応児の理解と指導および支援 
事前学習 テキスト第 4章（pp.61-84）の内容をまとめる 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第２０回 学習指導：グループ発表／ディスカッション 
事前学習 テキスト第 4章（pp.61-84）の内容をまとめる 

事後学習 ワークシート 10の提出 

第２１回 授業法：不適応児の理解と指導および支援 
事前学習 

テキスト第 8章（pp.159-178）の内容をまとめ

る(アサイメント 10) 

事後学習 教科第Ⅱ部の見直し 

第２２回 授業法と指導法：グループ発表／ディスカッション 
事前学習 

テキスト第 8章（pp.159-178）の内容をまとめ

る(アサイメント 10) 

事後学習 ワークシート 11の提出 

第２３回  学級の心理：人間形成の場 
事前学習 

テキスト第 9章（pp.180-200）の内容をまとめ

る 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第２４回 
ビデオ：病んでいく学校：教育現場の諸問題 

ディスカッション／まとめ５  

事前学習 
テキスト第 9章（pp.180-200）の内容をまとめ

る 

事後学習 ワークシート 12の提出 

第２５回 教育評価：教育システムと評価の在り方 
事前学習 

テキスト第 8章（pp.159-178）の内容をまとめ

るテキスト第 10 章（pp.202-224）の内容をま

とめる 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第２６回 
ビデオ： 問題を抱える家族／ディスカッション：

心理社会的課題と支援の在り方／まとめ６ 

事前学習 
テキスト第 10 章（pp.202-224）の内容をまと

める 

事後学習 ワークシート 13の提出 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回〜第６回の講義内容を踏まえて、「愛着形成とその重要性」に関してレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚 （1,500字程度） 

実施期間：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回授業後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回〜第 10回「社会性の発達を促す諸要因とその重要性」に関してレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚 （1,500字程度） 

実施期間：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業後に教室で行う。 

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

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

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 13回〜第 16回の講義内容を踏まえて、「不適応児の指導及び支援のあり方」に関してレポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚 （1,500字程度） 



 

 

実施期間：第 16回の授業後に実施する。 

提出期限：第 17回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 18回授業後に教室で行う。 

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

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

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 17回〜第 20回の講義内容を踏まえて、「子どもの動機付けを阻害する要因」に関してレポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚 （1,500字程度） 

実施期間：第 20回の授業後に実施する。 

提出期限：第 21回の授業開始時に提出する。  

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 22回授業後に教室で行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育学概論（初等・小） （2単位） 

３．科目番号 EDTE1101 

２．授業担当教員 望月 之美 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
小学校教育などの道に進もうとする意欲を求めます。 

７．講義概要 

本科目は教育という営みに深い関心を持ち、「教育とは何か」ということを考え始めている人に対し、教育（学）

の基本的な概念と基礎理論について概括することを通して、受講者一人ひとりが、教育（学）の観点から今
日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい教育」のあり方を考える上で求められる基礎的
知識の修得を目的とする。具体的には、主に小学校教諭になるための土台となる教育の基本的概念や理念に

はどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのように現れてきたかについて学ぶとと
もに、これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかについて、受講者同士の対
話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

1. 教育のさまざまな側面に触れることで、各自のこれまでの教育概念を揺さぶり、それぞれが教育という営

みを再考できるようになること。 

2. 教育に関する代表的な論考やアプローチから教育の射程の広さを学び、教育理解に関する柔軟さ、そして

教育実践における覚悟と責任と寛容さを培えるようになること。 

3. ディスカッションや発表を通して、表現力やコミュニケーション能力の向上を 図ること。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは毎週課しますが、内容はその都度異なります。主なものは、（1）次回の授業内容に関わる

指定のテキストを読む;（2）授業内容について自分の意見をまとめたものを書く、の二つです。 

また、毎時間簡単な小テストを実施し、堅固な知識を身につけてほしいと思います。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

木村元・小玉重夫・船橋一男『教育学をつかむ』有斐閣、2009年。 配布プリントあり 

【参考書】 

広田照幸『教育論議の作法：教育の日常を懐疑的に読み解く』時事通信社、2011年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育学の基本的概念・教育に関する歴史・思想を理解し、自分の言葉で説明できる力を身につけたか。 

（知識・理解） 

2. 教育理解に関する柔軟さ、保育・教育実践に求められる態度・姿勢を身につけることができたか。 

（関心・意欲・態度） 

3. 教育学に関する基本的な理論を理解した上で、教育という営みを再考することができるようになり、ディ

スカッションや発表を通して自分の意見を伝える力を身につけることができたか。  （判断力・表現力） 

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

1. 授業への取り組み姿勢（ディスカッションやグループワークへの積極的参加度） 総合点の３０％ 

2. 授業内での課題提出（小テスト・中間レポート等）              総合点の４０％ 

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教職課程の学習をするということは、教わる側から教える側への方向転換をする作業の開始ということです。

教育の不易と流行そしてこれからを楽しく学習しましょう。 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義でガイダンスします。毎週月曜日の５限、火曜日の２限、金曜日の２限 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 教育とは何か―教育の概念・子ども観 
事前学習 

これまで受けてきた「教育」の意味を考える。教科書を
概観する。教科書 pp11-22を読んで参加する 

事後学習 
教育学に関係のある教育分野について調べ、ワークシ
ートにまとめる。 

第２回 
子ども観・文化・人口・家族 
人間の発達と教育 

事前学習 
教科書 pp.22-38を読み、教育の定義と意義・目的に関
する予備知識を持つ。 

事後学習 子ども観の背景にある物を考える。 

第３回 
学校とは何か学校とは何か・近代学校の成立
と特徴 

事前学習 
教科書 pp41-53 を読み、教育と児童との関連性に関す
る予備知識を持つ。 

事後学習 
西洋の子ども観と日本の戦後家庭教育の変遷と子ども
観をまとめる 

第４回 国民国家と教育・社会変動と教育 
事前学習 

教科書 pp.53-69を読み、古代から中世の教育と教育思
想に関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「古代から中世の教育と教育思想」についてワークシ
ートにまとめる。 

第５回 
近代の教育思想・ジェンダーとセクシャリテ
ィー・リテラシーと教育 

事前学習 
教科書 pp73-98 を読み、代の教育思想・ジェンダーと
セクシャリティー・リテラシーと教育予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育思想と子ども観の関係」についてワークシート
にまとめる。 

第６回 
ベタゴジーのグランドデザイン・学ぶという
こと・目標・評価・学力カリキュラム開発 

事前学習 
教科書 pp99-117を読みベタゴジーのグランドデザイン
の予備知識を持つ。 

事後学習 
学ぶということ・目標・評価・学力カリキュラム開発ま
とめる。 

第７回 
ベタゴジーのグランドデザイン・学力カリキ
ュラム開発− 

事前学習 
教科書 pp118-126を読み、学力カリキュラム開発−の予
備知識を持つ。 

事後学習 学力とは何かについてまとめる。 

第８回 
学習過程と形態・メディアとしての教材と教
科書・学びの空間デザイン 

事前学習 
教科書 pp.127-152を読み学習過程と形態・メディアと
しての教材と教科書・学びの空間デザインの予備知識



 

 

を持つ。 

事後学習 学習過程と形態についてまとめる。 

第９回 ペタゴジーの遂行生徒指導・教育相談 
事前学習 

教科書 pp.153-174 を読み、「学校教育の機能」と生徒
指導・教育相談についての予備知識を持つ。 

事後学習 「生徒指導・教育相談についてまとめる。 

第１０回 
ペタゴジーの担い手・教師の力量とアイデン

ティティーの形成・教職の専門化 

事前学習 
教科書 pp.175-194を読み、教師の力量について予備知
識を持って参加する 

事後学習 教職の専門化についてまとめる。 

第１１回 
教育制度・教育制度と学校の統治・教育におけ
る法と政治 

事前学習 
教科書 pp195-208 を読み、教育制度と学校の統治・教
育における法と政治の予備知識を持つ。 

事後学習 学習指導要領と学校教育についてレポートにまとめる 

第１２回 
教育の接続・学校接続と中等教育・高等教育進
路指導・キャリア教育・社会教育と障害学習 

事前学習 

教科書 pp.211-221を読み、学校間のカリキュラムや指
導原理についての予備知識を持つ。また pp.223-236を
読み、生涯学習に関する思想についての予備知識を持
つ。 

事後学習 「教育の接続」についてまとめる。 

第１３回 

現代社会における教育課題・子どもの学習と
参加の権利・多文化教育・インクルーシブ教育
グローバリゼーションと教育開発・シチズン
シップ 

事前学習 
教科書 pp.223-236を読み、生涯学習に関する思想につ
いての予備知識を持つ。 

事後学習 
生涯教育・社会教育の理念と意義をワークシートにま
とめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ第１回目から第６回目の講義内容を踏まえて、「教育学部の学生として自分が今まで歩んで来た学校教

育」をふりかえり「学校の役割とはなにか。」についてレポートにまとめなさい。 

実施時期  第６回の講義後に実施する 

提出期限  第７回の授業開始時に提出のこと。 

提出レポートについては１０００文字以内で、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回の講義の後半で行う 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ多文化教育とグローバリゼーションについて新聞やネット記事を２つ以上選び、「その記事からわかる

ことと、教師として配慮すべきこと」についてレポートにまとめなさい。 

実施時期  第１３回の講義の中で、記事の貼り込み用紙とレポート用紙を配布する 

提出期限  講義の中で指定する 

事後指導  レポートの返却時に一人ひとりに指導を行うので、それについてのまとめを行う 

但し、内容については授業内容の組み換えで、行う。 



 

 

１．科目名（単位数） 教育学概論（初等・幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP1105 

２．授業担当教員 望月 之美 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 春期 

６ 履修条件・ 

他科目との関係 
幼児教育にかかわる資格を取得する予定の学生 

７．講義概要 

本科目は教育という営みに深い関心を持ち、「教育とは何か」ということを考え始めている人に対し、教育

（学）の基本的な概念と基礎理論について概括することを通して、受講者一人ひとりが、教育（学）の観点

から今日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい保育・教育」のあり方を考える上で求め

られる基礎的知識の修得を目的とする。具体的には、主に保育士・幼稚園（または小学校教諭）になるため

の土台となる教育の基本的概念や理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがど

のように現れてきたかについて学ぶとともに、これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷

してきたのかについて、受講者同士の対話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

1. 教育のさまざまな側面に触れることで、各自のこれまでの教育概念を揺さぶり、それぞれが教育という

営みを再考できるようになること。 

2. 教育に関する代表的な論考やアプローチから教育の射程の広さを学び、教育理解に関する柔軟さ、そし

て教育実践における覚悟と責任と寛容さを培えるようになること。 

3. ディスカッションや発表を通して、一対多という状況の中でも物怖じしない態度を身につけられるよう

になること。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業のために必要な文献資料を用意し、配布します。アサインメントとして、授業資料の中から次回授業の

学びに必要な箇所を教科書と関連付けて読み、資料を完成させてから授業に参加するようにしましょう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
新 保育士養成講座編纂委員会『新 保育士養成講座 第２巻 教育原理』全国社会福祉協議会、2011年。 

【参考書】 

今井康夫『教育思想史』有斐閣アルマ、2009年。 

牛渡敦著『教育学原論』中央法規出版、2008年。 

江原武一・山崎高哉著『基礎教育学』放送大学教育振興会、2010年。 
小田豊・森眞理編著『新保育ライブラリー 教育原理』北大路書房、2009年。 
広田照幸・塩崎美穂編『保育・教育実践テキストシリーズ 教育原理 保育実践への教育学的アプローチ』

樹村房、2010年。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第４版』中央法規、2013年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育学の基本的概念・教育に関する歴史・思想を理解し、自分の言葉で説明できる力を身につけたか。 

（知識・理解） 

2. 教育理解に関する柔軟さ、保育・教育実践に求められる態度・姿勢を身につけることができたか。 

（関心・意欲・態度） 

3. 教育学に関する基本的な理論を理解した上で、教育という営みを再考することができるようになり、デ

ィスカッションや発表を通して自分の意見を伝える力を身につけることができたか。  （判断力・表現力） 

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

1. 授業への取り組み姿勢（ディスカッションやグループワークへの積極的参加度） 総合点の３０％ 

2. 授業内での課題提出（小テスト・中間レポート等）              総合点の４０％ 

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「保育」「教育」について見つめるために基本的な「教育学」の体系の中に現在の幼児教育を埋め込み、歴

史的な歩みや、社会情勢や子どもたちを取り巻く問題の中で、どのような視点をもたなければならないのか

しっかり考えることができるようにしましょう。 

13．オフィスアワー 第 1回の講義の中でガイダンスします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
教育の意義・目的（１） 

−「教育」と「保育」とめぐる歴史的経緯− 

事前学習 
教科書 pp.7～33 を読み、教育の定義と意義・目的に

関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「ルソーの教育論」についてワークシートにまとめ

る。 

第２回 

教育の意義・目的（２） 

−教育と児童福祉との関連性・人間形成と仮定・

地域・社会等との関連性− 

事前学習 
教科書 pp.33～44を読み、教育と児童福祉との関連性

に関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育と福祉」・「人間形成と家庭・地域・社会との関

連性」についてワークシートにまとめる。 

第３回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（１） 

−古代から中世の教育と教育思想− 

事前学習 
教科書 pp.45∼53 を読み、古代から中世の教育と教育

思想に関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「古代から中世の教育と教育思想」についてワークシ

ートにまとめる。 

第４回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（２） 

−近世から近代の教育と教育思想 
事前学習 

教科書 pp.54～64を読み、コメニウス・ロック・ルソ

ー・ペスタロッチ・フレーベルの教育思想と子ども観

ついての予備知識を持つ。 



 

 

 

事後学習 
「教育思想と子ども観の関係」についてワークシート

にまとめる。 

第５回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷（３） 

−近代公教育制度の確立と教育学の発展− 

事前学習 

教科書 pp.65～70を読み、ヘルバルト・デューイ・モ

ンテッソーリの教育思想と子ども観ついての予備知

識を持つ。 

事後学習 
「教育思想と子ども観の関係」についてワークシート

にまとめる。 

第６回 
日本の教育の思想と歴史的変遷（１） 

−古代から近世の教育と教育思想− 

事前学習 

教科書 pp.71～76を読み、日本の古代から近世までの

教育思想と子ども観の歴史についての予備知識を持

つ。 

事後学習 
「近世の教育思想と子ども観」についてワークシート

にまとめる。 

第７回 
日本の教育の思想と歴史的変遷（２） 

−近代・現代の教育と教育思想− 

事前学習 
教科書 pp.77～83を読み、日本の近代以降の教育思想

と子ども観の歴史についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「日本の教育思想における子ども観の歴史的変遷」に

ついてワークシートにまとめる。 

第８回 
学校教育制度に関する歴史とその社会的機能に

ついて 

事前学習 
教科書 pp.86～103を読み、「学校教育の機能」と「子

どもの権利」についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「学校教育制度の課題」についてレポートにまとめ

る。 

第９回 現代社会における教育課題 

事前学習 
教科書 pp.200～216を読み、現代社会の教育的課題に

関する予備知識を持つ。 

事後学習 
「現代社会における教育課題」について、歴史的な視

点からレポートにまとめる。 

第１０回 
教育実践に関する歴史と思想（１） 

−教育方法の歴史・学習理論− 

事前学習 
教科書 pp.142～154を読み、教育方法の歴史・学習理

論についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「デューイの思想が教育実践に与えた影響」について

レポートにまとめる 

第１１回 
教育実践に関する歴史と思想（２） 

−教育内容・指導原理− 

事前学習 
教科書 pp.154～179を読み、カリキュラムや指導原理

についての予備知識を持つ。 

事後学習 
「教育実践の多様な取り組み」についてレポートにま

とめる。 

第１２回 生涯教育・社会教育に関する歴史と思想 

事前学習 
教科書 pp.182～199を読み、生涯学習に関する思想に

ついての予備知識を持つ。 

事後学習 
生涯教育・社会教育の理念と意義をワークシートにま

とめる。 

第１３回 諸外国の教育制度について 

事前学習 

教科書 pp.129～140を読み、諸外国の教育のしくみを

読み、関心のある国の教育制度の特徴についてレポー

トにまとめてくる。 

事後学習 
国別グループ発表をふまえ、諸外国の教育制度からの

学びをレポートにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究：第４回の講義の中で出てきた幼児教育の先達の中から一人を選び、もう一人の誰かと比較しながら、その教

育の良さや特徴についてレポートにまとめて提出をすること 

レポート形式Ａ３指定用紙１枚（１０００文字程度） 

実施時期  第４回の講義終了時 

提出期限  第５回の講義開始前 

      提出後添削指導・質疑応答・ディスカッションを行う時間を作る 

事後指導  レポート作成と添削指導・ディスカッションを通して学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究：第８・９回の講義の中で触れたことに関連して現代社会における教育課題や社会問題について、新聞記事や

ネットの記事などを収集し、それについてのレポートを作成し、提出すること。 

レポート形式Ａ３指定用紙１枚（１０００文字程度 

実施時期  第９回の講義の終了時 

提出期限  第１１回の講義開始時 

提出後添削指導・質疑応答・ディスカッションを行う時間を作る 

事後指導  レポート作成と添削指導・ディスカッションを通して学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育学概論（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1314 

EDTS1101 

EDTE1101 

EDTS1101 
２．授業担当教員 西田 太郎 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は教育という営みに深い関心を持ち、「教育とは何か」ということを考え始めている人に対し、教育

（学）の基本的な概念と基礎理論について概括することを通して、受講者一人ひとりが、教育（学）の観点
から今日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい教育」のあり方を考える上で土台となる
教育の理念・歴史及び思想に関する基礎的知識の修得を目的とする。 

具体的には、人間の営みとしての教育の歴史において、どのような教育思想が、どのように現れてきたかに
ついて学ぶとともに、今日的な教育の理念や思想、理論の意義について、子ども・教育方法・学校教育等の
観点からとらえ直し、受講者同士の対話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

1.  教育に関する多様な考え方にふれることを通して、今日の教育的事象に関心をもつことができる。 

2. 「子どもの発見」以来の子ども観の変遷について理解した上で、「人間形成」という観点から教育につい

て考えることができる。 

3.  時代や社会の変化に応じて様々な教育思想や理論が生み出されてきたが、それらの今日的な意義につい
て理解を深め、「よりより教育とは何か」を考えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習として、教科書に基づいたワークシートを自分なりに仕上げてから授業に臨みましょう。レポート

課題についての詳細は、授業の中で説明します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

勝野正章・庄井良信『問いからはじめる教育学』有斐閣、2015 年。 

【参考書】 

安彦忠彦・児島邦宏・藤井千春・田中博之編著『よくわかる教育学原論』ミネルヴァ書房、2012年。 
今井康夫編『教育思想史』有斐閣アルマ、2009年。 

田嶋一・中野新之祐・福田須美子・狩野浩二『やさしい教育原理[第３版]』有斐閣アルマ、2016年。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規、2013 年。 

湯川次義編『新版 よくわかる教育の基礎』学文社、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育学の基本的概念・教育に関する歴史・思想を理解し、自分の言葉で説明できる力を身につけたか。 

（知識・理解） 

2. 教育理解に関する柔軟さ、教育実践に求められる態度・姿勢を身につけることができたか。 

（関心・意欲・態度） 

3. 教育学に関する基本的な理論を理解した上で、教育という営みを再考することができるようになり、ディ
スカッションや発表を通して自分の意見を伝える力を身につけることができたか。  （判断力・表現力） 

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

1. 授業への取り組み姿勢（ディスカッションやグループワークへの積極的参加度） 総合点の３０％ 

2. 授業内での課題提出（小テスト・中間レポート等）              総合点の４０％ 

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

自立した教師であるためには、現在の教育内容・方法に至る経緯についての理解が必要です。この科目で

は、時代や社会と共にある教育について考えます。 

講義内では、学生による発表とそれに基づく討議の機会を多く取り入れ、個々の理解を深めていきます。そ

のため、毎回の事前学習が積極的な授業参加の前提になります。主体的に学び、「不易と流行」を自問できる

教師を目指しましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
 ガイダンス 
−あなたの教育観をみつめてみよう− 

事前学習 
シラバス及び教科書第１章に目を通し、教育
のイメージをまとめてくること。 

事後学習 
本講義の学び方について復習するとともに、
他の受講者の意見から学んだことについて
レポートすること。 

第２回 
教育の原義・必要性・教育的価値について 

−カント・ルソー・ランゲフェルトの思想を中心に− 

事前学習 
教科書 pp.5~14 を読み、教育の原義、人間に
必要な「教育」について自分の意見をまとめ
てくること。 

事後学習 
教育に関する探求の手がかりに関して、他の
受講者の意見をふまえ、自らの意見をまとめ
たレポートを作成すること。 

第３回 
教育の意義・目的について  

−デュルケームの思想を中心に− 

事前学習 
教科書 pp.15~25 を読み、教育の意義・目的・
社会的機能について自分の意見をまとめて
くること。 

事後学習 
社会や国家と教育との関係について、他の受
講者の意見をふまえ、自らの意見をまとめた
レポートを作成すること。 

第４回 
「子ども」に関する歴史・思想 

−ペスタロッチ・ルソー・アリエスの思想を中心に− 

事前学習 
教科書 pp.28~42 を読み、子ども観の歴史的
変遷に関する調べ学習を行ってくること。 

事後学習 
教育学の「古典」を学ぶことの意味について、
他の受講者の意見をふまえ、自らの意見をま



 

 

とめたレポートを作成すること。 

第５回 
「教育方法」に関する歴史・思想 
−コメニウス・ヘルバルト・ルソー・フレーベル・デュー
イの思想を中心に− 

事前学習 
教科書 pp.43~57 を読み、教育方法の歴史に
関する調べ学習を行ってくること。 

事後学習 

教え方の歴史を振り返り、これからの教育に
おいて、どのような教え方が求められるか、
自らの意見をまとめたレポートを作成する
こと。 

第６回 「子どもの権利」に関する歴史・思想 
事前学習 

教科書 pp.58~70 を読み、義務教育や教育を
受ける権利に関する調べ学習を行ってくる
こと。 

事後学習 
あなたの身近にある子どもの権利に関する
事例を取り上げてレポートを作成すること。 

第７回 
「公教育制度としての学校教育」の理念に関する歴史的

変遷 

事前学習 
教科書 pp.71~85 を読み、公教育制度として
の学校教育について理解してくること。 

事後学習 
今日の公教育制度としての学校教育につい
て学んだことを他の受講者にわかりやすく
説明できるレポートを作成すること。 

第８回 
「近代学校」に関する歴史・思想 

−デューイの思想と「大正自由教育」を中心に− 

事前学習 
教科書 pp.88~103 を読み、「学校の役割」に
ついて、自らの意見をまとめてくること。 

事後学習 
「子どものための学校」について、他の受講
者の意見をふまえ、自らの意見をまとめたレ
ポートを作成すること。 

第９回 
「学校教育」と文化に関する歴史・思想 

−「隠れたカリキュラム」・「学校化」を中心に− 

事前学習 
教科書 pp.104~117 を読み、「学校で学ぶ内
容」について理解してくること。 

事後学習 
「学校で何を学ぶべきか？」について、他の
受講者の意見をふまえ、自らの意見をまとめ
たレポートを作成すること。 

第１０回 「教師像」「教師論」に関する歴史・思想 

事前学習 
教科書 pp.118~128 を読み、歴史的に「よい
教師」はどのようにイメージされてきたかに
ついて理解してくること。 

事後学習 
「教師の専門性」について、他の受講者の意
見をふまえ、自らの意見をまとめたレポート
を作成すること。 

第１１回 
「教育関係論」に関する歴史・思想 

−「指導」と「支援」に関する理論を中心に− 

事前学習 
教科書 pp.130~144 を読み、教師と子どもの
よりよい関係について理解してくること。 

事後学習 
「教育的関係性とは何か」という問いに対す
るレポートを作成すること。 

第１２回 「学習」「学び」に関する歴史・思想 

事前学習 
教科書 pp.145~160 を読み、自分が深く学ん
だと思われる経験についてまとめてくるこ
と。 

事後学習 
「子どもがよく学ぶために必要なこと」につ
いて、他の受講者の意見をふまえ、自らの意
見をまとめたレポートを作成すること。 

第１３回 
「生涯学習」「社会教育」に関する歴史・思想 

−ラングラン・フレイレ・イリイチの思想を中心に− 

事前学習 
教科書 pp.161~171 を読み、生涯学習・社会
教育の理念を理解してくること。 

事後学習 
身近な生涯学習・社会活動の実践に関するレ
ポートを作成すること。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回～第５回の講義内容から、テーマを一つ選び、それについてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：所定用紙（A４打ち出し原稿可 1000字程度） 

実施時期：第５回の授業後 

提出時期：第６回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換については第８回授業終了後に教室で行う。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第６回～第１０回の講義内容から、テーマを一つ選び、それについてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：所定用紙（A４打ち出し原稿可 1000字程度） 

実施時期：第１０回の授業後 

提出時期：第１１回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換については第１３回授業終了後に教室で行う。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育課程論（初等） （2単位） 

３．科目番号 SJTC1411 

２．授業担当教員 荻原 邦昭 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身
の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。」ことの意義や編成の
方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解す

る。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

2. 教育課程編成の基本原理及び学校の教育実践に即した教育課程編成の方法を理解する。  

3. 教科・領域・学年をまたいでカリキュラムを把握し、学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を
理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【レポートⅠ】 

 「道徳」の学習指導案を作成する。 

 ※指定の様式で作成する。 

【レポートⅡ】 

 「教育課程の歴史のなかより興味ある時期を選択し、考察する」 

 ※１、０００字から１、２００字でまとめる。 

【期末テスト】 

【振り返りシート作成】 

 毎授業のまとめを行い、定期的に提出し、添削を受ける。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領解説｢総則｣』東洋館出版。 
【参考書】 

小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 
幼稚園教育要領(平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

２ 近代及び現代日本の教育課程の歩みと教育課程をめぐる現状と課題を理解し、説明できるか。 

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

 学校教育が知・徳・体の調和のとれた子どもたちを育成し、地域社会・家庭から信頼を得るためには、適

切で特色ある教育課程の編成が求められている。このため本科目では、教育課程の根拠となる幼稚園教育要

領、小学校学習指導要領や教育課程の編成、実施、評価について学び、教育課程の望ましいあり方について

考察する。このため、受講生は次の事柄を順守することを望む。 

１ 緊張感と集中力をもって受講する。 

２ 質問、発表を積極的に行い、主体的に取り組む。 

３ 欠席、遅刻、早退はしない。 

４ 勝手な退室、講義と無関係な振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作は慎む。 

 教員は次のことを実行する。  

１ 講義のねらいを明確にし、シラバスに沿って講義する。 

２ 声の大きさや話し方など受講生の立場に立って講義する。 

３ 討議など受講者が講義に参加できる環境に配慮する。 

４ 受講者の質問には誠実に対応する。 

13．オフィスアワー 授業時間内に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
〇オリエンテェーション 
・「教育課程論」の目標及び学習内容と今後の予
定、授業の進め方を確認する。 

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 学校での経験を振り返る 

第２回 
〇教育課程とは何か 
・教育課程の定義について考える。 
〇「教育課程論」を学ぶ意義を考える 

事前学習 学校生活で時間割があることを考えておく 

事後学習 「教育課程論」を学ぶ意義について復習する。 

第３回 

〇学校教育の目的・目標は、どのようになって
いるか。 

・教育基本法・学校教育法など、目標に関する法
規を基に学校教育の内容を考える。 

事前学習 学校教育の目的・目標を調べる。 

事後学習 学校教育の目的・目標についてまとめる。 

第４回 
〇学習内容はどのように決められているか 
・学校教育法施行規則など教育内容にかかわる
法規を調べる。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
講義内容をふまえ、教育法規について、配布資料にま
とめる。 

第５回 

〇授業時数等はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則や教科書から授業時間の
取扱いについて調べ、国語の時数が多い理由
について考えあう。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
授業時数の取扱、教科によって時数の違いをまとめ
る。 

第６回 
〇教育課程の実施上の考え方 
・主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善
について、答申や総則を調べ、授業の質の向

事前学習 
学習指導要領の各教科・領域等の目標から、見方・考
え方について調べておく。 

事後学習 主体的・対話的で深い学びと授業改善について整理



 

 

上を考える。 する。 

第７回 

○言語活動の充実と体験活動の充実 
・言語活動の充実と各教科の基礎的・基本的知
識技能と思考力育成の関係について学びあ
う。 

・教育課程における体験活動の意義について学
び、学習指導にどのように生かすのか話し合
う 

事前学習 
学習指導要領解説（総則）の新しい方向性を読んで調
べておく。 

事後学習 
言語活動と思考力育成の関係や体験学習の充実と教
科指導の関連をまとめる。 

第８回 

○児童の発達の支援 
・学級経営と生徒指導の関係から児童の発達の
支援について学び、質を高めるための方策を
考えあう。 

事前学習 
教育課程実施上の課題について、生徒指導の観点か
ら調べておく。 

事後学習 
学びの成立のためには学級経営が果たす役割が大き

いことを整理する。 

第９回 
○教育課程と道徳教育の推進 
・教育課程における道徳教育の位置づけや意義
について話し合い、まとめる。 

事前学習 道徳教育について，教科書を読んでおく。 

事後学習 教科「道徳」の授業の進め方についてまとめる。 

第１０回 
○教科「道徳」の学習指導案の作成 
・教科「道徳」の学習指導案を作成し、発表を行
う。 

事前学習 教科「道徳」の学習指導案を準備する。 

事後学習 教科「道徳」の授業の特質をまとめる。 

第１１回 

○カリキュラム・マネジメントと学校評価 
・教育課程の PDCAサイクルの意義を学び、学校
評価の方法について法規を基に教育課程の充
実の仕方について話し合う。 

事前学習 
カリキュラム・マネジメントについて、教科書を読ん
でおく。 

事後学習 学校評価の方法についてまとめをしておく。 

第１２回 
○近代の教育課程の歩み 
・明治、大正の教育課程の歩みをまとめる 

事前学習 
教育課程の歩みを事前配布の資料をもとに調べてお
く。 

事後学習 各時代の教育課程の特色について整理する。 

第１３回 
○現代の教育課程の歩み 
・昭和、平成の教育課程の歩みをまとめる。 

事前学習 
教育課程の歩みを事前配布の資料をもとに調べてお 
く。 

事後学習 各時代の教育課程の特色について整理し、まとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：今日の子どもの様子、地域の実態について、配布された資料からその特徴を読み取り、レポートにま

とめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（１．２００字程度） 

実施時期：第５回の授業後に実施する。 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「生きる力」をどう教育課程に具現化するか、教科、領域いずれかを取り上げ、構想をレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（１．２００字程度） 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１０回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育課程論（中等） （2単位） 

３．科目番号 

SJTC1411 

EDTS1103 

EDTS3303 ２．授業担当教員 深沢 和彦 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表、グループ学習等 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育課程とは、教育機関（学校）がその教育目標（学校の教育目標）を達成するために児童・生徒に提供

する教育内容と学習経験の組織である。本講義では教育課程について、その意義や編成の方法を理解すると

ともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解することを目的とし

ている。  

まず教育課程の思想や教育課程編成の方法原理・理論を取り上げ、教育課程を編成する上で基本的な概念

について学習する。そして学習指導要領における教育課程編成の目的について理解を深め、学習指導要領の

変遷の歴史を辿り、各時代における主な改訂内容と社会的背景について学ぶ。さらに学習指導要領に規定す

るカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解し、教科・領域・学年をまたいでカリキュラ

ムを把握することの大切さについて学んでいく。 

これらの学習を通して、学習指導要領の基本的方向について理解し、教師として必要となる資質・能力の
基礎を養う。 

８．学習目標 

１．教育課程の思想や理論、教育課程と教育評価の関係を学ぶことによって、教育課程編成の方法に関する

基本的な用語や概念を理解し、説明することができる。 

２．学習指導要領における教育課程編成の目的や学習指導要領の変遷の歴史を辿り、各時代における主な改

訂内容と社会的背景について学ぶことを通して、教育課程の意義を理解することができる。 

３．学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解し、教科・領域・

学年をまたいでカリキュラムを把握することを学び、学校の教育課程全体を評価し、マネジメントする

上での基本的な知識を身に付け、活用することができる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

指示された予習課題や探究的課題に主体的に取り組むこと。対話型の学習により理解を確実にすることで問

題解決に対する力量を養うように努めること。 

1)授業ごとに配付するワークシート（レポートを兼ねる）の提出 

2)最終レポートの作成と提出（テーマ及び様式等は最終回までに指示する） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

田中耕治・水原克敏・三石初雄・西岡加名恵『新しい時代の教育課程 第４版』有斐閣アルマ、2018年 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育課程編成に関する基本的な用語や概念を理解することができたか。 

・学習指導要領における教育課程の意義を理解することができたか。 

・学習指導要領に規定するカリキュラム・マネジメントについての意義や重要性を理解することができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

皆さんが中学校・高等学校の学校段階で積み重ねてきた「授業体験」を振り返ってください。皆さんが受け

てきた授業の体験とこの授業での学びを結びつけ、地域や生徒の実態を反映させた「教育課程」について考

えることができる教師をめざしてください。 

【学生に期待すること】 

受講生の皆さんは、上記のような目的を達成するために下記の内容に留意してください。 

①教師と受講生、受講生同士のコミュニケーションが学びの質を高めます。グループワークには積極的に取

り組み、課題意識をもって臨んでください。 

②授業に臨むにあたって無断欠席、遅刻、早退、無断退出をしないでください。（欠席、遅刻、早退をした場

合は、その理由を必ず教員に書面にて報告してください。正当な理由であっても、必要な時間数に不足する

場合は不合格となります。） 

③明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られな

いと判断された場合、試験の答案内容の如何にかかわらず、不合格となります。 

④授業中、飲食、私語、居眠りはしないでください。 

⑤授業中は携帯電話等の携帯端末の電源を切ってカバンにしまってください。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション‐教育課程を学ぶ意義について 

事前学習 教科書「序章」（pp.1～18）を読んでおく 

事後学習 
教育課程を学ぶ意義について自分なりに考

えをまとめておく。 

第２回 
現代日本の教育課程の歩み‐戦後の教育改革から 1998
年の改訂まで‐（第 2章）  

事前学習 
教科書「第 2章」１～５（pp.47～87）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 授業内容やディスカッションで話し合った



 

 

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第３回 
現代日本の教育課程の歩み‐脱ゆとり教育と学力観の
転換‐（第 2章） 

事前学習 
教科書「第 2章」６、７（pp.88～116）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第４回 教育課程開発の新しい動き（第 3章） 

事前学習 
教科書「第 3章」（pp.117～140）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第５回 
教育課程の思想と構造‐系統主義と経験主義‐（第 4
章） 

事前学習 
教科書「第 4章」１（pp.141～152）を読み、
分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第６回 教育課程の思想と構造‐領域論・履修原理‐（第 4章） 

事前学習 
教科書「第 4章」２、３、４（pp.153～169）
を読み、分からない部分をチェックしてお
く。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第７回 教育課程をどう編成するか‐編成の方法‐（第 5章） 

事前学習 
教科書「第 5章」１，２（pp.172～184）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第８回 教育課程をどう編成するか‐編成の理論‐（第 5章） 

事前学習 
教科書「第 5章」３，４（pp.184～202）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第９回 
教育課程をどう評価するか‐カリキュラム・マネジメン
トとは何か（第 6章）   

事前学習 
教科書「第 6章」１、２（pp.203～219）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１０回 
教育課程をどう評価するか‐カリキュラム・マネジメン
トの進め方（第 6章） 

事前学習 
教科書「第 6章」１、２（pp.220～234）を読
み、分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１１回 社会における教育課程‐近代学校批判‐（第 7章） 

事前学習 
教科書「第 7章」１、２（pp.235～244）を読
み、分からない部分をチェックしておく 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１２回 
社会における教育課程‐隠れたカリキュラム‐（第 7
章） 

事前学習 
教科書「第 7章」３、４（pp.245～260）を読
み、分からない部分をチェックしておく 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

第１３回 
今日的課題への挑戦（第 8章） 
及び学習の総括 

事前学習 
教科書「第 8章」（pp.261～292）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合った

ことをノートにまとめ、分からなかったとこ

ろがあれば教員に質問する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：テキストの第 1章「近代日本の教育課程の歩み」を読んで，内容を整理してまとめなさい。 

レポート形式：専用用紙を配付する。（自筆） 

実施時期：第 1回の授業終了後に配付する。 

提出期限：第 2回の授業開始時に提出する。 

質疑応答・意見交換を第 2回授業時に教室で行う。 

添削後のレポート返却と指導は，第 3回の授業時に行う。 

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

題研究２ 

課題研究テーマ：配付資料「アメリカの教育」を読み，日本の教育と比較して類似点や相違点をまとめたうえで，今後

の日本の教育について意見を述べなさい。 

レポート形式：A4で 1枚（1400字程度）、PCで作成してよい。 



 

 

実施時期：第 11回の授業終了後に配付する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

質疑応答・意見交換を第 12回授業終了後に教室で行う。 

添削後のレポート返却と指導は，期末テスト時に行う。 

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

期末試験（レポート返却と指導を含む） 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育心理学（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE2105 

２．授業担当教員 後藤 進吾 

４．授業形態 講義、演習、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育心理学とは子どもを教育していく上で必要となる人間科学の知識を提示し、子どもの成長を促すための

より良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学習、人

格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解決のため

の諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それらの知識をい

かに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に対する支援の

在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１．教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２．教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

３．子どもの発達と学習能力を高めるさまざまな要因について理解できるようになる。 

４．教育の目的から考える学校生活のあり方：理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

５．教育現場における心理社会的課題及び必要な支援について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 専門用語や重要な理論に関して、キーワードとして理解する。 

 毎回の講義で配布するワークシートの作成。 

 現代の学校教育の課題と今後求められる援助モデルについてレポート作成を通して思索を深める。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】特に指定しない。 

 また適宜、スライドやプリント（まとめ課題としてのワークシートなど）も配布する。 

【参考書】 
 三宅芳雄・三宅ほなみ著『新訂 教育心理学概論』放送大学教育振興会 

 安齊順子・荷方邦夫（編）『「使える」教育心理学』<第３版>北樹出版 
 中澤潤（編）『よくわかる教育心理学』ミネルヴァ書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育心理学の基本的な知識を理解し、説明できるか。 

２．教育心理学の知識を教育の場で応用し、活用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度 総合点の３０％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の４０％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

13．オフィスアワー 決定次第、通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 教育心理学とは？ 
事前学習 

学校教育に関するニュースや事例を調べ、疑
問点や自身の考えを整理しておく 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第２回 子どもの発達 
事前学習 

「定型発達」という用語に関して調べ、疑問
や自身の考えを整理しておく 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第３回 学校教育の背景にある学習理論 
事前学習 

「学習理論」という用語について調べ、まと
めておく 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第４回 教育評価の方法・意義・問題点 
事前学習 

学校における「評価」の意義と問題について
事前に自身の考えを整理しておく 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第５回 小学校１・２・３年生の実態と心理学① 
事前学習 

学習指導要領の小学校１・２・３年生に該当
する部分に目を通しておく 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第６回 
小学校１・２・３年生の実態と心理学② 
（ディスカッション） 

事前学習 
小学校１・２・３年生時に教室内で生じる課
題や問題について、自身の考えを整理してお
く 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第７回 小学校４・５・６年生の実態と心理学① 
事前学習 

学習指導要領の小学校４・５・６年生に該当
する部分に目を通しておく 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第８回 
小学校４・５・６年生の実態と心理学② 
（ディスカッション） 

事前学習 
小学校３・４年生時に教室内で生じる課題や
問題について、自身の考えを整理しておく 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第９回 
児童期の心の危機： 
教室内でできる子どものアセスメントのポイント 

事前学習 
児童虐待や不登校、いじめなどに関するニュ
ースや事例を調べ、まとめてくる 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第１０回 発達障害と具体的な支援①（発達障害の理解と支援） 
事前学習 

「発達障害」という用語に関して調べ、疑問
や自身の考えを整理しておく 

事後学習 ワークシートの作成と提出 



 

 

第１１回 
発達障害と具体的な支援②（知的な偏りの理解と支援） 
 

事前学習 
学校現場で行われている「発達障害」への具
体的な支援に関する記事を調べ、疑問や自身
の考えを整理しておく 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第１２回 
学校における心理的な問題： 
発達障害や不登校、いじめについて課題研究を行う 

事前学習 
発達障害や不登校についての統計や事例を
調査し、課題研究の準備を行う 

事後学習 ワークシートの作成と提出 

第１３回 全体のまとめ 
事前学習 

これまでの授業を振り返り、興味のある点や
疑問を持った点を考えてくる 

事後学習 
これまでの授業を振り返り、期末試験の準備
をする 

課題研究

１ 

 課題研究テーマ： 

第４回〜第６回の講義内容を踏まえ「学校教育において児童が直面する課題と問題へのアプローチ」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙(1200〜1500 字程度) 

実施時期：第６回講義後に実施する。 

提出期限：第７回の講義時に提出する。提出後の添削指導・質疑応答・意見交換に関しては、追って日時を教員から

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

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

課題研究

２ 

 課題研究テーマ： 

第７回〜第９回の講義内容を踏まえ「高学年の児童が直面する危機と学校における支援」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4 用紙(1200〜1500 字程度) 

実施時期：第９回講義後に実施する。 

提出期限：第１０回の講義時に提出する。提出後の添削指導・質疑応答・意見交換に関しては、追って日時を教員か

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育相談（カウンセリングを含む）（初等・幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP3314 

２．授業担当教員 八重樫 幸雄 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育相談とは、幼稚園・小学校中学校・高等学校など教育現場において、幼児・児童・生徒のこころの問題

を扱うだけでなく、幼児・児童・生徒を取り巻く家族や友人状況、地域・家庭の教育力の低下等、家庭や社

会環境の変化なども考慮しながら進められていく、教育現場における心理的な支援活動である。本授業では、

教師あるいはスク－ルカウンセラ－が行う教育相談活動について、幼児・児童・生徒を理解するために必要

な知識や方法およびカウンセリングを含めた実際の介入方法などについて、知識を深めロールプレイや討論

も交えながら実践力を身につけることを目的とする。 

８．学習目標 

1.教育相談の意義と目的、内容と領域について理解し、説明することができるようになる。 

2.教育現場における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明や討論（事例検討も含める）を
することができるようになる。 

3.教育相談を効果的に展開するため、枠組みとなる代表的なカウンセリングの理論と技術について理解し、 

説明やロールプレイをすることができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面や現代の諸課題について理解し、説明や討論をすることができるよ

うになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・アサイメント 

 事前学習、事後学習で取り組んだ内容を毎回のアサイメントシートに記述する。 

・レポート課題 

 教育相談（カウンセリングを含む）の講義を通して、教育現場で取り組む教育相談について、自分として

できることは何かを考え、レポートにまとめる。1200字程度 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

石川正一郎・藤井泰編著『エッセンス学校教育相談心理学』北大路書房,2013。 
【参考書】 
蓮見元子編著『教育相談―子どもの理解とカウンセリング―』大学図書出版,2012。 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書，2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育相談の意義と理論を理解し、説明できるか。 

2. カウンセリングに関する基礎的・基本的事項を理解し、説明やロールプレイをすることができるか。 

3. 教育相談の具体的な進め方やポイントを理解し、組織的な取り組みや他機関との連携の必要性、現代の課

題を把握して説明や討論（事例検討も含める）をすることができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

1. 授業への積極的参加（発言、討議、態度、課題シートへの取り組み） 総合点の 50％ 

2. レポ－ト（小論文、中間レポ－トを含む） 総合点の 50％ 

 上記のほかに、本学の規定である３／４以上の出席が単位取得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

教育現場では、いじめ、不登校、非行、発達障害、その他様々な教育上の課題がある。本講義では、教育相談

の理論と方法を理解し、教育相談を実践するための基本的な視点を学んでほしい。ロールプレイなど演習を

多く行い、援助者と被援助者の思いや願いを感じられるように授業を進める。ディスカッションで受講者同

士の考えを交流する機会を設定し、教育相談的援助の対応策を具体的に考えられるような授業を構成してい

きたい。そのために、受講生の主体的な受講態度を期待している。 

13．オフィスアワー 第１回の時に知らせる。連絡先 yae123@nifty.com 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（シラバスの確認） 

教育現場における子どもの心の問題や子どもを取
り巻く保護者・教師など様々な環境の問題につい
て、教育相談でどんなことを学んでいくのか、見
通しを立てる。 

事前学習 
シラバスを読んでおく。教育に関するニュ－スの中
で関心をもった事柄を整理しておく。 

事後学習 

今後の授業内容について理解し、本講義で学ぶこと

や自分の関心のある授業内容を説明できるように

まとめる。 

第２回 
教育相談の意義 

教育相談とは何かを知り、教育相談の予防・開発
的な面と治療・矯正的な面を把握する。 

事前学習 
教科書 pp.2～5を読んで、教育相談の意義について
調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
教育相談の意義で学んだ内容について、ポイントを

まとめる。 

第３回 
教育相談と生徒指導 

教育相談の歴史を検討しながら、教育相談と生徒
指導のあり方を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.5～11 を読んで、教育相談と生徒指導の
違いについて調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
教育相談と生徒指導で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第４回 

来談者中心カウンセリングとカウンセリング･マ

インド 

来談者中心カウンセリングの意義を知り、子ども
に対する教師の態度や姿勢として必要とされるカ
ウンセリング･マインドについて理解し、受容･傾
聴･共感的理解について学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.13～21を読んで、来談者中心法やカウン
セリング･マインドについて調べ、説明できるよう
にしておく。 

事後学習 

来談者中心カウンセリングで学んだ内容やカウン

セリング･マインドの重要性について、ポイントを

まとめる。 

第５回 
開発的カウンセリング 

開発的カウンセリングとは何かを知り、構成的グ
ループ･エンカウンターやアサ－ション･トレ－ニ

事前学習 
教科書 pp.23～31を読んで、開発的カウンセリング
について調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 開発的カウンセリングと構成的グループ･エンカウ



 

 

ングについて学ぶ。 ンターやアサ－ション･トレ－ニングについて学ん

だ内容について、ポイントをまとめる。 

第６回 

パ－ソナリティ 

パ－ソナリティという概念について知り、パ－ソ

ナリティ理論の類型論と特性論について学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.48～55 を読んで、パーソナリティとい
う概念について調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
パ－ソナリティ理論の類型論と特性論で学んだ内

容について、ポイントをまとめる。 

第７回 

発達と教育相談 

発達とは何かを知り、発達段階についての諸理論
を学ぶことにより、幼児児童生徒を理解し適切に
かかわるためには発達途上にある子どもの特性を
知っておく必要があることを理解する。 

事前学習 
教科書 pp.57～67 を読んで、発達について調べ、
説明できるようにしておく。 

事後学習 
発達とは何か、発達段階についての諸理論で学んだ

内容について、ポイントをまとめる。 

第８回 

 

発達障害と教育相談 

発達障害とは何かを知り、高機能自閉症、アスペ
ルガ－症候群、ADHD、学習障害のそれぞれの特性
について学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.69～78 を読んで、発達障害について調
べ、説明できるようにしておく 

事後学習 

発達障害とは何か、高機能自閉症、アスペルガ－症

候群、ADHD、学習障害のそれぞれの特性について、

ポイントをまとめる。 

第９回 

 

心の問題と教育相談 

心の問題の種類について知り、統合失調症、気分

障害、摂食障害、不安障害、チック、自傷行為、

心身症、緘黙症などの概略を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.79～88 を読んで、心の問題について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
心の問題と教育相談で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第１０回 

教育相談における心理テストの活かし方 

子どものアセスメントの重要性を理解し、さまざ

まな心理テストの概略を知り、その活用について

考える。 

事前学習 
教科書 pp.90～109 を読んで、心理テストについて
調べ、説明できるようにしておく 

事後学習 
教育相談における心理テストの活かし方で学んだ

内容について、ポイントをまとめる。 

第１１回 

不登校･不登園と教育相談 

不登校の定義を知り、不登校･不登園の児童幼児へ

の対応について理解し、資料（事例）について教

育相談を行う際の目標の立て方や進め方について

考え、グループディスカッションにより検討する。 

事前学習 
教科書 pp.112～124 を読んで、不登校について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
不登校と教育相談で学んだ内容について、ポイント

をまとめる。 

第１２回 

いじめ、非行および虐待と教育相談 

いじめのメカニズムを知る。また、非行および虐

待とは何かを知り､その原因論について理解する。

それぞれについて予防・開発的教育相談としての

対策と治療･矯正的教育相談としての対策を理解

し、資料（事例）について教育相談を行う際の目

標の立て方や進め方について考え、グループディ

スカッションにより検討する。 

事前学習 
教科書 pp.149～162および pp.126～138を読んで、
いじめや非行、虐待について調べ、説明できるよう
にしておく。 

事後学習 
いじめ、非行および虐待と教育相談で学んだ内容に

ついて、ポイントをまとめる。 

第１３回 

校内（園内）体制と組織的な取り組み 

学校（幼稚園）における教育相談は、計画を作成

し、校内体制の整備を図り、組織的に取り組むこ

とが必要であることを理解する。 

事前学習 
教科書 pp.176～185 を読んで､校内体制について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
校内体制と組織的な取り組みで学んだ内容につい

て、ポイントをまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「交流分析の具体的な手法であるエゴグラム」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を授業後に 8回以降から始め、第 10回授業で最終的に行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8回～第 12 回の講義内容を踏まえて、「発達障害児や不登校児に関する関係機関との連携・協働の

必要性」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12回授業終了以後も継続的に行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は 13回以後も随時受け付け適宜指導する。 

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

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育相談（カウンセリングを含む）（初等・幼） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3314 

２．授業担当教員 森 慶輔 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育相談とは、幼稚園・小学校中学校・高等学校など教育現場において、幼児・児童・生徒のこころの問題

を扱うだけでなく、幼児・児童・生徒を取り巻く家族や友人状況、地域・家庭の教育力の低下等、家庭や社

会環境の変化なども考慮しながら進められていく、教育現場における心理的な支援活動である。本授業では、

教師あるいはスク－ルカウンセラ－が行う教育相談活動について、幼児・児童・生徒を理解するために必要

な知識や方法およびカウンセリングを含めた実際の介入方法などについて、知識を深めロールプレイや討論

も交えながら実践力を身につけることを目的とする。 

８．学習目標 

1.教育相談の意義と目的、内容と領域について理解し、説明することができるようになる。 

2.教育現場における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明や討論（事例検討も含める）を
することができるようになる。 

3.教育相談を効果的に展開するため、枠組みとなる代表的なカウンセリングの理論と技術について理解し、 

説明やロールプレイをすることができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面や現代の諸課題について理解し、説明や討論をすることができるよ 

うになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ディスカッション等を中心に講義を展開する予定である。そのためアサインメントは教科書の該当ページを

精読することである。必要に応じて文部科学省や総務省などのWebページも閲覧する。レポート課題について

は第1回の講義で説明する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

石川正一郎・藤井泰編著『エッセンス学校教育相談心理学』北大路書房,2013。 

【参考書】 

蓮見元子編著『教育相談―子どもの理解とカウンセリング―』大学図書出版,2012。 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書，2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育相談の意義と理論を理解し、説明できるか。 

2. カウンセリングに関する基礎的・基本的事項を理解し、説明やロールプレイをすることができるか。 

3. 教育相談の具体的な進め方やポイントを理解し、組織的な取り組みや他機関との連携の必要性、現代の課
題を把握して説明や討論（事例検討も含める）をすることができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

1. 授業への積極的参加（発言、討議、態度、課題シートへの取り組み） 総合点の 50％ 

2. レポ－ト（小論文、中間レポ－トを含む） 総合点の 50％ 

 上記のほかに、本学の規定である３／４以上の出席が単位取得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

①上記に記載のある「レポート」の詳細は講義時に説明する。 
②園や学校でおきている問題について扱います。将来幼稚園や小学校等で勤務した際にこうした問題に対応

できるよう、講義への積極的な参加を望みます。 

13．オフィスアワー 第 1回の講義の際に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
教育相談の意義 

教育相談とは何かを知り、教育相談の予防・開発
的な面と治療・矯正的な面を把握する。 

事前学習 
教科書 pp.2～5を読んで、教育相談の意義について
調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
教育相談の意義で学んだ内容について、ポイントを

まとめる。 

第２回 
教育相談と生徒指導 

教育相談の歴史を検討しながら、教育相談と生徒
指導のあり方を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.5～11 を読んで、教育相談と生徒指導の
違いについて調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
教育相談と生徒指導で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第３回 

来談者中心カウンセリングとカウンセリング･マ

インド 

来談者中心カウンセリングの意義を知り、子ども
に対する教師の態度や姿勢として必要とされるカ
ウンセリング･マインドについて理解し、受容･傾
聴･共感的理解について学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.13～21を読んで、来談者中心法やカウン
セリング･マインドについて調べ、説明できるよう
にしておく。 

事後学習 

来談者中心カウンセリングで学んだ内容やカウン

セリング･マインドの重要性について、ポイントを

まとめる。 

第４回 

開発的カウンセリング 
開発的カウンセリングとは何かを知り、構成的グ
ループ･エンカウンターやアサ－ション･トレ－ニ
ングについて学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.23～31を読んで、開発的カウンセリング
について調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 

開発的カウンセリングと構成的グループ･エンカウ

ンターやアサ－ション･トレ－ニングについて学ん

だ内容について、ポイントをまとめる。 

第５回 

さまざまな心理療法（１） 

教育相談に役立つ心理療法について、精神分析、
ユングの理論、行動療法、認知行動療法、箱庭療
法などの概略を知る。 

事前学習 
教科書 pp.32～45を読んで、さまざまな心理療法に
ついて調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
さまざまな心理療法で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第６回 
さまざまな心理療法（２） 
教育相談に役立つ心理療法について、精神分析、
ユングの理論、行動療法、認知行動療法、箱庭療

事前学習 
教科書 pp.32～45を読んで、さまざまな心理療法に
ついて調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 さまざまな心理療法で学んだ内容について、ポイン



 

 

法などの概略を知る。 トをまとめる。 

第７回 

発達と教育相談 

発達とは何かを知り、発達段階についての諸理論

を学ぶことにより、幼児児童生徒を理解し適切に

かかわるためには発達途上にある子どもの特性を

知っておく必要があることを理解する。 

事前学習 
教科書 pp.57～67 を読んで、発達について調べ、
説明できるようにしておく。 

事後学習 
発達とは何か、発達段階についての諸理論で学んだ

内容について、ポイントをまとめる。 

第８回 

心の問題と教育相談（１） 

心の問題の種類について知り、統合失調症、気分
障害、摂食障害、不安障害、チック、自傷行為、
心身症、緘黙症などの概略を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.79～88 を読んで、心の問題について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
心の問題と教育相談で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第９回 

心の問題と教育相談（２） 

心の問題の種類について知り、統合失調症、気分

障害、摂食障害、不安障害、チック、自傷行為、

心身症、緘黙症などの概略を学ぶ。 

事前学習 
教科書 pp.79～88 を読んで、心の問題について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
心の問題と教育相談で学んだ内容について、ポイン

トをまとめる。 

第１０回 

不登校･不登園と教育相談 

不登校の定義を知り、不登校･不登園の児童幼児へ

の対応について理解し、資料（事例）について教

育相談を行う際の目標の立て方や進め方について

考え、グループディスカッションにより検討する。 

事前学習 
教科書 pp.112～124 を読んで、不登校について調
べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
不登校と教育相談で学んだ内容について、ポイント

をまとめる。 

第１１回 

いじめ、非行および虐待と教育相談（１） 

いじめのメカニズムを知る。また、非行および虐

待とは何かを知り､その原因論について理解する。

それぞれについて予防・開発的教育相談としての

対策と治療･矯正的教育相談としての対策を理解

し、資料（事例）について教育相談を行う際の目

標の立て方や進め方について考え、グループディ

スカッションにより検討する。 

事前学習 
教科書 pp.149～162および pp.126～138を読んで、
いじめや非行、虐待について調べ、説明できるよう
にしておく。 

事後学習 
いじめ、非行および虐待と教育相談で学んだ内容に

ついて、ポイントをまとめる。 

第１２回 

いじめ、非行および虐待と教育相談（２） 

いじめのメカニズムを知る。また、非行および虐

待とは何かを知り､その原因論について理解する。

それぞれについて予防・開発的教育相談としての

対策と治療･矯正的教育相談としての対策を理解

し、資料（事例）について教育相談を行う際の目

標の立て方や進め方について考え、グループディ

スカッションにより検討する。 

事前学習 
教科書 pp.149～162および pp.126～138を読んで、
いじめや非行、虐待について調べ、説明できるよう
にしておく。 

事後学習 
いじめ、非行および虐待と教育相談で学んだ内容に

ついて、ポイントをまとめる。 

第１３回 

関係機関との連携・協働 

幼稚園・小学校が連携する地域の医療・福祉・心

理等の専門機関について知り、協働の必要性と重

要性について理解する。授業のまとめを行い、最

後に授業評価を行う。 

事前学習 
教科書 pp.186～196を読んで、関係機関との連携・
協働について調べ、説明できるようにしておく。 

事後学習 

地域の医療・福祉・心理等の専門機関との連携・協

働で学んだ内容についてポイントをまとめる。ま

た、授業全体を振り返り、学校現場で取り組む教育

相談について、自分としてできることは何かについ

て考えてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：教科書６９ページから７８ページを参考に、自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）、注意欠如多動症（ＡＤＨ

Ｄ）がどのような障害で、保育者や教員はどのような支援をする必要があるか、Ａ４用紙１枚（１４４０字程度）にま

とめなさい。            

実施時期と提出時期：第７回の授業後までに各自実施し、第８回の授業時に提出する。提出後、第９回の授業後に添削

指導を行う。                                                

事後学習：添削指導を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「チーム学校」について、Ａ４用紙１枚（１４４０字程度）にまとめなさい。            

実施時期と提出時期：第１２回の授業後までに各自実施し、第１３回の授業時に提出する。第１３回の授業中に質疑応

答、意見交換を行う。                                                

事後学習：質疑応答、意見交換を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育相談（カウンセリングを含む）（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3440 

SCMP3440 

SBMP3440 

SNMP3440 

SPMP3440 

EDTS3106 

EDTS3306 

２．授業担当教員 野口 理英子 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育相談とは、幼稚園・小学校や中学校・高等学校など教育現場において、幼児・児童・生徒のこころの 問

題を扱うだけでなく、幼児・児童・生徒をとりまく保護者やさまざまな環境なども考慮しながら進められ て

いく、教育現場における心理的な支援活動である。本講義ではカウンセリングを実践できるように演習を取

り入れ、幼児・児童・生徒理解のために必要な知識・方法および実際の介入方法などについて、知識を深め

実践力を身に付けることを目的とする。 

８．学習目標 

1.教育相談の意義と目的、内容と領域について理解し、説明することができるようになる。 

2.学校における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明することができるようになる。 

3.教育相談を効果的に展開するため、枠組みとなる代表的なカウンセリングの理論と技術について理解し、 

説明することができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面について理解し、説明することができるよう 

になる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．テーマごとに課題シートを作成する（8回程度を予定）。 

2．小論文・レポートを作成する（1200字程度） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

指定しない。授業内で資料を配布する。 

【参考書】 

石井正一郎編著『エッセンス 学校教育相談心理学』北大路書房、2013。 
鈴木康明編著『生徒指導・進路指導・教育相談テキスト』北大路書房、2005。 
文部科学省『生徒指導提要』教育図書、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.教育相談に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。    

2.カウンセリングに関する理論や技術を理解し、対処できるようになっているか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の５０％ 

２ レポート（小論文、中間レポートを含む） 総合点の５０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

以下のことを心がけて下さい。 

1．授業には積極的な態度で参加して下さい（意見を述べる、質問する、等）。 

2．事前・事後学習を通して、理解を深めて下さい。 

3．他の受講生に迷惑をかけないで下さい（発表時に欠席する、私語、等）。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

教育相談とは何か 

日本における教育相談の歴史を踏まえながら、カ

ウンセリングや生徒指導との異同について理解す

る。 

事前学習 教科書を準備し、授業に備える。 

事後学習 
配布資料を基に、教育相談の意義と役割についてノ

ートに整理する。 

事後学習 
カウンセラーではなく、教師だからこそできる相談

の長所・短所をノートに整理する。 

第２回 

現代の子ども理解 

現代の子どもの育ちやすさ・育ちにくさについて

考究する。 

事前学習 
現代の子どもは育ちやすくなったか、育ちにくくな

ったかについて考え、ノートにまとめてくる。 

事後学習 

資料を基にして、現代の子どもについて考察し、ノ

ートにまとめるとともに学校教育では何をすべき

かについて考究する。 

第３回 

教育相談における受容・共感・自己一致 

教育相談における受容と共感がなぜ大切なのか、

叱ることの意味について考究する。 

事前学習 
受容・共感・自己一致とは何か調べ、ノートにまと

めてくる。 

事後学習 
学校カウンセリングのベースとなるロジャーズの

考え方を理解する。 

第４回 

人にかかわるということ 

子どもの話を一生懸命に聞いていることをどうや

って子どもに伝えるのかについて考え、実践でき

るようにする。 

事前学習 

一生懸命に話を聞いているということを相手にど

う伝えるのかについて考え、ノートにメモ書きして

くる。 

事後学習 
面接の基本姿勢について、日常生活で練習して、改

善点や感想をノートに書き出す。 

第５回 

面接の基本 

面接における基本的な技法を習得することを目指

すが、日常の会話や授業でも使えるようにする。 

事前学習 
自分にとって、安心して話ができる場面とはどのよ

うな場面か考え、ノートにまとめてくる。 

事後学習 面接の基本的技法を日常生活で使用して、改善点や



 

 

感想を書き出す。 

事後学習 
日常生活で学んだことを試してみて、自分の応答の

クセや改善点について考える。 

第６回 

行動カウンセリング 

学習理論に基づく人間の行動の理解と行動変容の

考え方を理解する。 

事前学習 学習理論について調べ、ノートにまとめてくる。 

事後学習 
日常生活の中にある学習した困ったことについて

どのようなものがあるか考え、ノートに書き出す。 

第７回 

認知行動カウンセリング 

行動カウンセリングと認知行動カウンセリングの

理論と進め方について理解する。 

事前学習 
認知行動カウンセリングについて調べ、ノートにま

とめてくる。 

事後学習 

日常生活を不自由にしているイラショナル・ビリーフ

についてどのようなものがあるか考え、ノートに書

き出す。 

第８回 

ブリーフセラピーと精神分析 

学校で活用できるブリーフセラピーや精神分析の

考え方や技法について理解する。 

事前学習 
ブリーフセラピーと精神分析について調べ、ノート

にまとめてくる。 

事後学習 
日常生活で体験する防衛機制についてノートに書

き出す。 

第９回 

教育アセスメントと心理テスト 

子どもの援助のためにはアセスメントは重要であ

る。アセスメントの一部である心理テストについ

ても理解する。 

事前学習 
アセスメントとは何かについて調べ、ノートにまと

めてくる。 

事後学習 
さまざまなテストの特徴についてノートにまとめ

る。 

第１０回 

勉強についていけない児童・生徒、友だちとうま

くやれない児童・生徒の理解 

発達障害について理解を深める。※親及び教師へ

の支援含む（チーム学校のあり方） 

事前学習 発達障害について調べ、ノートにまとめてくる。 

事後学習 資料を基に、個別支援についてまとめる。 

第１１回 

学校へ行かない児童・生徒の理解 

不登校への対応について考える。※親及び教師へ

の支援含む（チーム学校のあり方） 

事前学習 不登校について調べ、ノートにまとめてくる。 

事後学習 資料を基に、不登校への対応についてまとめる。 

第１２回 

非行問題と学級崩壊の理解 

非行問題に関して、学校としてどのようなことが

できるかについて考える。さらに学級崩壊の背景

を知ることで子ども理解を深める。※親及び教師

への支援含む（チーム学校のあり方） 

事前学習 非行について調べ、ノートにまとめてくる。 

事後学習 
新聞等で少年犯罪についてのトピックスを拾い出

し、考究し、ノートにまとめる。 

第１３回 

いじめ 

学級崩壊の背景やいじめのメカニズムを理解する

ことで現代の子どもの理解を深めるとともにその

対応について考究する。 

事前学習 
いじめの現状について調べ、ノートにまとめてく

る。 

事後学習 いじめへの対応について考え、ノートにまとめる。 

課題研究

１ 

研究課題テーマ：「教師の行う相談活動にはどのようなものがあるか」について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式＊A4用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 2回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 3回授業終了後に教室で行う。 

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

課題研究

２ 

研究課題テーマ：第 3回～第 5回の講義内容を踏まえ、「自分のコミュニケーションの傾向」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式＊A4用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7回授業終了後に教室で行う。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育法規（初等・小） （2単位） 

３．科目番号 EDTE2102 

２．授業担当教員 山本 豊 

４．授業形態 

教育法規の基礎的な内容については講義方式で進めるが、質疑
応答も含んだ方向の授業が基本である。 

事例・演習問題等ではグループ・ディスカッションを取り入れ、
全体発表、検討などでは学生主体の授業を実施する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
法学や憲法などを事前に履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本科目は、小学校・特別支援学校などの教育職員免許取得のためのものである。 

本講では、幼小連携を踏まえた教育法規の基礎知識を習得させながら、その上で、学校教育や幼児・児童・

生徒及び教職員に関する法律上の課題について、教育関係法令等に基づきながら実践的な事例を取り上げ、

小学校や特別支援学校の小学部などで生じる基礎的な法的問題に対応できる教員となるための授業を実施す

る。 

教育法規に関する内容は、教員採用選考試験の教職教養科目や面接試験等の中で問われる頻度が一番高いも
のである。そこで、講義の中に随時、各都道府県の教員採用選考試験で出題された教育法規に関する問題を

取り上げ、法規に関する具体的な運用と解釈能力を養う。 

８．学習目標 

教育法規を学修したことで、下記の目標を達成し、法に根拠ある教育活動ができる教員となること。 

また、教員採用選考試験の教職教養の教育法規に関する問題に対応できるようになること。 

１． 教育法規の基礎知識について知り、その内容について説明できるようになることを目的とする。 

２． 教育関連法規の具体的な内容について学校(幼稚園・小学校及び特別支援学校の幼稚部・小学部)での諸

課題と照らし合わせて学び、考察することで、自らの意見をまとめ、発表することができるようになる。 

３． 今日の学校で生じている教育法規に関する諸課題を学び、グループ・ディスカッションなどを通して課

題解決能力を身につけ、自分の言葉でまとめ、発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・ 予習が欠かせない科目である。なぜならば予習することによって、課題意識をもって講義に臨むことが
できるからである。その結果、学習の理解度に大きな差が生じることになるからである。 

・ シラバスに対応して、「有権解釈に重きを置いた 教育法規」を読み、「書いて理解する 教育法規」の
空欄を埋めて講義に臨むこと。 

・ 講義内容に応じて、教員採用選考試験の過去問を配布するので、事前に解いて講義に臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山本豊著『有権解釈に重きを置いた 教育法規 第四版』学校図書。（教科書と表示する） 
山本豊著『書いて理解する 教育法規 第三版』オフィス・サウス（サブノートと表示する） 
必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法学（憲法を含む）での学習を踏まえ、教育法規という学校教育に関する法規を理解できたか。 

２．小学校・特別支援学校の小学部に応じた教育法規の内容について具体的事例を通して学び、身に付ける

ことができたか。 

３．学んだ教育法規に関する知識を活用して教員採用選考試験問題を解き、選考試験に対応できる力を身に

付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（発表、授業態度） ４０％ 

事前・事後学習の内容、や理解度テストの結果、課題研究、出席状況等 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、判断力、問題解決能力を養成し、より実践的で具体的な知識を得ること
を目的としている。目的を達成するために受講生は以下の条件を守ること。 

１．授業中は、良き緊張感と集中力を保持して積極的な態度で授業に臨むこと。 
２．講義内容について事前に教科書を読み、サブノートの空欄を記入するなど予習を必ず行い、課題意識を

もって講義に臨むこと。 
３．自ら進んで発表したり、質問したりし、講義内容の理解に努めること。 
４．欠席、遅刻、早退をした場合は学習カードにその理由を記入すること。緊急事態が生じない限り、定刻

に授業は開始する。 
５．授業中の着帽、私語、飲食（ガムを含む）等は認めない。また、スマートフォンや携帯電話等は机上に

置かずに、バッグの中にしまっておくこと。 
 
教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 
２．受講生全体に聞こえる声で話しをするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 
３．一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を目指す。 
４．遅刻、早退、授業中の着帽、居眠り、私語、スマートフォンや携帯電話の使用等、授業に臨む上で不適

切な言動が見受けられた場合は、厳格に対処する。 

５．授業開始前には教室にいるように心がけているので、質問がある人は早めに来室して疑問の解消に努め

ること。また、授業後もすぐには退室しないので（次の授業までの時間がとれる限り）、詳しく知りたいと思

う内容があったら、遠慮無く尋ねること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

 

 

 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、教育法規を学ぶ意義 

教育法規の体系と構造―  

教育法規、法体系と法の形式・形式的効力、
国の主な法令、地方の主な法規、法令間の矛
盾抵触を解決するための諸原理などについて
理解する。 

事前学習 
教科書のはしがき及び p20～p29を熟読し、教科書の質
問コーナーの解答を考えることで、教育法規に興味や
関心をもつ。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味・

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第２回 

日本国憲法の教育に関連する規定―  

教育を受ける権利、義務教育、法の下の平等、

信教の自由、学問の自由などについて理解す

る。  

事前学習 
教科書の p30～p37を熟読し、興味や疑問を抱いたこと
について図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第３回 

教育基本法―① 

教育の目的、教育の目標、教育の機会均等、

学校教育、教員などについて理解する。  

事前学習 
教科書の p38～p50を熟読し、質問コーナーの解答を考
えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図書
館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第４回 

教育基本法―② 

家庭教育、社会教育、学校、家庭及び地域住
民等の相互の連携協力、政治教育、宗教教育、
教育行政などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p50～p58を熟読し、興味や疑問を抱いたこと
について図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。教育

基本法の理解度テストに備える。 

第５回 

学校教育―① 

学校教育法１条校、学校の設置と管理、組

織編制、学校の運営などについて理解する。 

理解度テスト ① 

事前学習 
教科書の p60～p77を熟読し、質問コーナーの解答を考
えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図書
館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問するこ

と。 

第６回 
学校教育―② 

学校教育の目的と目標、教育課程、学習指導
要領などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p77～p94を熟読し、興味や疑問を抱いたこと
について図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第７回 

学校教育―③ 

教科書の使用義務と補助教材、備え付け表簿
の内容とその保存期間、学年・学期・授業日・
休業日などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p94～p106 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。

学校教育の理解度テストに備える。 

第８回 

児童・生徒―① 

義務教育、義務教育諸学校の入学・転学・

退学・卒業、懲戒・体罰（その１）などに

ついて理解する。 

理解度テスト ② 

事前学習 
教科書の p108～p119を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第９回 
児童・生徒―② 

懲戒･体罰（その２）、出席停止について理解
する。 

事前学習 
教科書の p119～p147を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。

理解度テストに備える。 

第１０回 

特別支援教育 

 特別支援学校、特別支援学級、通級による

指導について理解する。 

 

教職員－① 

 教員、教育公務員の定義 

事前学習 

教科書の p176～p187を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。 
 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１１回 
教職員―② 

学校に配置される教職員、配置職員と職務教
職員の資格などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p188～p200を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 



 

 

第１２回 
教職員―③ 

免許状、任用、服務、分限処分と懲戒処分な
どについて理解する。 

事前学習 
教科書の p200～p250を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１３回 

教職員―④ 

研修、給与、勤務時間その他の勤務条件な

どについて理解する。 

  

事前学習 

教科書の p251～p278を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。教科書に対応する
サブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

授業中に関心をもった内容について図書館やインター

ネット等で調べ、疑問点についてはメールなどで質問

する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 7回までの授業に該当するサブノート（書いて理解する教育法規第 3版）の空欄を埋めて

おくこと。P106までの教科書（有権解釈に重きを置いた 教育法規第 4版）を読むことで空欄はほぼ埋められる。 

確認時期 第 6回の授業時にきちんと空欄を埋めてあるかを確認し、成績評価の資料とする。  

事後学習 サブノートの正否を確認し、理解度テストや将来の教員採用試験に備える。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8 回～第 13 回までの授業に該当するサブノート（書いて理解する教育法規第 3 版）の空欄を埋め

ておくこと。P106までの教科書（有権解釈に重きを置いた 教育法規第 4版）を読むことで空欄はほぼ埋められる。 

確認時期 第 12回の授業時にきちんと空欄を埋めてあるかを確認し、成績評価の資料とする。 

事後学習 サブノートの正否を確認し、理解度テストや将来の教員採用試験に備える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育法規（中等） （2単位） 

３．科目番号 

EDTS2102 

EDTS2302 

SBMP1421 

SSMP2321 

SNMP2321 

SCMP2321 

SPMP2321 

２．授業担当教員 山本 豊 

４．授業形態 

教育法規の基礎的な内容の把握については講義方式で進めるが、質
疑応答も含んだ双方向の授業が基本である。 

事例・演習問題等ではグループ・ディスカッションを取り入れ、全
体発表、検討などでは学生主体の授業を実施する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
事前に法学や憲法を履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

本科目は、中学校・高等学校や特別支援学校及び養護教諭の教育職員免許取得のためのものである。 

本講では、小中一貫連携教育を踏まえた教育法規の基礎知識を習得させながら、その上で、学校教育や児

童・生徒及び教職員に関する法律上の課題について、教育関係法令等に基づきながら実践的な事例を取り上

げ、小・中・義務教育学校・高等学校・中等教育学校や特別支援学校の小学部・中学部・高等部などで生じ

る基礎的な法的問題に対応できる教員となるための授業を実施する。 

教育法規に関する内容は、教員採用選考試験の教職教養科目や面接試験等の中で問われる頻度が一番高いも
のである。そこで、講義の中に随時、各都道府県の教員採用選考試験で出題された教育法規に関する問題を
取り上げ、法規に関する具体的な運用と解釈能力を養う。 

８．学習目標 

教育法規を学修したことで、下記の目標を達成し、法に根拠ある教育活動ができる教員となること。 

また、教員採用選考試験の教職教養の教育法規に関する問題に対応できるようになること。 

１． 教育法規の基礎知識について知り、その内容について説明できるようになることを目的とする。 

２． 教育関連法規の具体的な内容について学校(小・中・高等学校及び特別支援学校の小学部・中学部・高等

部)での諸課題と照らし合わせて学び、考察することで、自らの意見をまとめ、発表することができるよ

うになる。 

３． 今日の学校で生じている教育法規に関する諸課題を学び、グループ・ディスカッションなどを通して課

題解決能力を身につけ、自分の言葉でまとめ、発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・ 予習が欠かせない科目である。なぜならば予習することによって、課題意識をもって講義に臨むことが

できるからである。その結果、学習の理解度に大きな差が生じることになるからである。 

・ シラバスに対応して、「有権解釈に重きを置いた 教育法規」を読み、「書いて理解する 教育法規」の

空欄を埋めて講義に臨むこと。 

・ 講義内容に応じて、教員採用選考試験の過去問を配布するので、事前に解いて講義に臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山本豊著『有権解釈に重きを置いた 教育法規 第四版』学校図書。（教科書と表示する） 
山本豊著『書いて理解する 教育法規 第三版』オフィス・サウス（サブノートと表示する） 
必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】 
東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法学（憲法を含む）での学習を踏まえ、教育法規という学校教育に関する法規を理解できたか。 

２．中学校・高等学校・特別支援学校の中学部・高等部に応じた教育法規の内容について具体的事例を通し

て学び、身に付けることができたか。 

３．学んだ教育法規に関する知識を活用して教員採用選考試験問題を解き、選考試験に対応できる力を身に

付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（発表、授業態度） ４０％ 

事前・事後学習の内容、や理解度テストの結果、課題研究、出席状況等 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、判断力、問題解決能力を養成し、より実践的で具体的な知識を得ること

を目的としている。目的を達成するために受講生は以下の条件を守ること。 

１．授業中は、良き緊張感と集中力を保持して積極的な態度で授業に臨むこと。 

２．講義内容について事前に教科書を読み、サブノートの空欄を記入するなど予習を必ず行い、課題意識を

もって講義に臨むこと。 

３．自ら進んで発表したり、質問したりし、講義内容の理解に努めること。 

４．欠席、遅刻、早退をした場合は学習カードにその理由を記入すること。緊急事態が生じない限り、定刻

に授業は開始する。 

５．授業中の着帽、私語、飲食（ガムを含む）等は認めない。また、スマートフォンや携帯電話等は机上に

置かないでバッグの中にしまっておくこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

２．受講生全体に聞こえる声で話しをするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３．一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を目指す。 

４．遅刻、早退、授業中の着帽、居眠り、私語、スマートフォンや携帯電話の使用等、授業に臨む上で不適

切な言動が見受けられた場合は、厳格に対処する。 

５．授業開始前には教室にいるように心がけているので、質問がある人は早めに来室して疑問の解消に努め



 

 

ること。また、授業後もすぐには退室しないので（次の授業までの時間がとれる限り）、詳しく知りたいと思

う内容があったら、遠慮無く尋ねること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、教育法規を学ぶ意義 

教育法規の体系と構造―  
教育法規、法体系と法の形式・形式的効力、国の主な法
令、地方の主な法規、法令間の矛盾抵触を解決するため
の諸原理などについて理解する。 

事前学習 
教科書のはしがき及び p20～p29 を熟読し、
教科書の質問コーナーの解答を考えること
で、教育法規に興味や関心をもつ。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。興味・関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
次時の授業で質問する。 

第２回 

日本国憲法の教育に関連する規定―  

教育を受ける権利、義務教育、法の下の平等、信教の自

由、学問の自由などについて理解する。  

事前学習 
教科書の p30～p37 を熟読し、興味や疑問を
抱いたことについて図書館やインターネッ
ト等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。興味･関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
次時の授業で質問する。 

第３回 

教育基本法―① 

教育の目的、教育の目標、教育の機会均等、学校教育、

教員などについて理解する。  

事前学習 

教科書の p38～p50 を熟読し、質問コーナー
の解答を考えたり、興味や疑問を抱いたりし
たことについて図書館やインターネット等
で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。興味･関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
次時の授業で質問する。 

第４回 

教育基本法―② 
家庭教育、社会教育、学校、家庭及び地域住民等の相互
の連携協力、政治教育、宗教教育、教育行政などについ
て理解する。 

事前学習 
教科書の p50～p58 を熟読し、興味や疑問を
抱いたことについて図書館やインターネッ
ト等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。興味･関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
次時の授業で質問する。教育基本法の理解度
テストに備える。 

第５回 

学校教育―① 

学校教育法１条校、学校の設置と管理、組織編制、学

校の運営などについて理解する。 
理解度テスト ① 

事前学習 

教科書の p60～p77 を熟読し、質問コーナー
の解答を考えたり、興味や疑問を抱いたりし
たことについて図書館やインターネット等
で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問すること。 

第６回 
学校教育―② 
学校教育の目的と目標、教育課程、学習指導要領などに
ついて理解する。 

事前学習 
教科書の p77～p94 を熟読し、興味や疑問を
抱いたことについて図書館やインターネッ
ト等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。興味･関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
次時の授業で質問する。 

第７回 

学校教育―③ 
教科書の使用義務と補助教材、備え付け表簿の内容とそ
の保存期間、学年・学期・授業日・休業日などについて
理解する。 

事前学習 
教科書の p94～p106を熟読し、興味や疑問を
抱いたことについて図書館やインターネッ
ト等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す

る。授業中に関心をもった内容について図書

館やインターネット等で調べ、疑問点につい

て次時の授業で質問する。学校教育の理解度

テストに備える。 

第８回 

児童・生徒―① 

義務教育、義務教育諸学校の入学・転学・退学・卒業、

懲戒・体罰（その１）などについて理解する。 
理解度テスト ② 

事前学習 

教科書の p108～p119 を熟読し、質問コーナ
ーの解答を考えたり、興味や疑問を抱いたり
したことについて図書館やインターネット
等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問する。 

第９回 
児童・生徒―② 
懲戒･体罰（その２）、出席停止について理解する。 

事前学習 
教科書の p119～p147 を熟読し、興味や疑問
を抱いたことについて図書館やインターネ
ット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問する。理解度テストに備
える。 

第１０回 

特別支援教育 

 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導につい

て理解する。 

 

教職員－① 

事前学習 

教科書の p176～p187 を熟読し、質問コーナ
ーの解答を考えたり、興味や疑問を抱いたり
したことについて図書館やインターネット
等で調べる。 

事後学習 
学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書



 

 

 教員、教育公務員の定義 館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問する。 

第１１回 
教職員―② 
学校に配置される教職員、配置職員と職務教職員の資格
などについて理解する。 

事前学習 
教科書の p188～p200 を熟読し、興味や疑問
を抱いたことについて図書館やインターネ
ット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問する。 

第１２回 
教職員―③ 
免許状、任用、服務、分限処分と懲戒処分などについて
理解する。 

事前学習 
教科書の p200～p250 を熟読し、興味や疑問
を抱いたことについて図書館やインターネ
ット等で調べる。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出す
る。授業中に関心をもった内容について図書
館やインターネット等で調べ、疑問点につい
て次時の授業で質問する。 

第１３回 

教職員―④ 

研修、給与、勤務時間その他の勤務条件などについて

理解する。 

事前学習 

教科書の p251～p278 を熟読し、質問コーナ
ーの解答を考えたり、興味や疑問を抱いたり
したことについて図書館やインターネット
等で調べる。 

事後学習 
授業中に関心をもった内容について図書館
やインターネット等で調べ、疑問点について
はメールなどで質問する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 7回までの授業に該当するサブノート（書いて理解する教育法規第 3版）の空欄を埋めて

おくこと。P106までの教科書（有権解釈に重きを置いた 教育法規第 4版）を読むことで空欄はほぼ埋められる。 

確認時期 第 6回の授業時にきちんと空欄を埋めてあるかを確認し、成績評価の資料とする。 

事後学習 サブノートの正否を確認し、理解度テストや将来の教員採用試験に備える。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8 回～第 13 回までの授業に該当するサブノート（書いて理解する教育法規第 3 版）の空欄を埋め

ておくこと。P106までの教科書（有権解釈に重きを置いた 教育法規第 4版）を読むことで空欄はほぼ埋められる。 

確認時期 第 12回の授業時にきちんと空欄を埋めてあるかを確認し、成績評価の資料とする。 

事後学習・サブノートの正否を確認し、理解度テストや将来の教員採用試験に備える。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育方法論（初等・幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP2208  

２．授業担当教員 望月 之美  

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特に限定しませんが、教育学概論を受講していることが望ましい 

７．講義概要 

教育方法とは、一般的に､教授･学習の方法を意味しており、幼稚園を含む学校で行うすべての教育指導が

含まれる。本科目では、教育方法の変遷、教育課程、授業の構造、教育の技術、教育評価などの基礎的事項
について理解する。それらを踏まえて、幼児･児童の側に立った指導方法、教材の検討、地域の人材活用､コ
ンピュ－タなどの情報機器を利用した教育方法等について学習する。さらに､今日的課題である幼・保・小の

校種間の連携や､家庭との連携のあり方について考える。 

８．学習目標 

１．教育方法の歴史的変遷を理解する。 
２．教育方法の理論と考え方を理解する。 

３．授業の概念や様式についての理解を深める。 
４．幼・保・小の連携や地域社会との連携のあり方について考え、自分の意見を言うことができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

学習前に教科書を読んでくることが好ましい、最低限前時に配布した課題プリントはやってくること。 

レポートについては、講義の中で説明を行うが夏季休暇の前に1000字程度、期末に1500字程度のレポートを
提出してもらう予定です。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 
小田豊・榎沢良彦編『新しい時代の幼児教育』有斐閣アルマ 
【参考書】 

多田敏文著『教育の方法と技術』学芸図書株式会社 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「教育方法」に関する基礎的事項について概ね理解できたか。  
２．「教育方法」に対して、自分の考えや、疑問を持ち、討論などを通して深めることができたか。 
○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 
１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 
２．授業後の提出物・レポート・テストなど  総合点の６０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

教育方法の歴史と理論を体系的に概観し、幼児教育の様々な方法とその意味についていっしょに考えましょ
う 

13．オフィスアワー 第 1回目の講義の中でガイダンスします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
西洋における教育思想と教育方法の歴

史・カリキュラム研究の成立と展開 

事前学習 教科書 pp.１~２０を読んでくる 

事後学習 
コメニウス・フレーベル・ヘルバルト・デューイについて

まとめ、構造的に覚える 

第２回 幼児教育の共同体を生かした学び合い。 
事前学習 教科書 pp.27~39 を読んでくる 

事後学習 幼児にとっての共同体の意味と環境をまとめる。 

第３回 
幼児教育の課題  現代の環境と幼児の

育ち・道徳性の育成・生きる力の育成・多文
化理解 

事前学習 教科書 pp.40~49 を読んでくる。 

事後学習 
現代の環境と幼児の育ち・道徳性の育成・生きる力の育成・
多文化理解についてまとめる 

第４回 
幼児の学び・発達と環境幼児にとっての

環境・学びと発達 

事前学習 教科書 pp.51~73 を読んでくる 

事後学習 
幼稚園教育要領を読み、「三つの資質と１０の力について 
まとめる。 

第５回 
幼児の学び・発達と環境  環境と幼児

の発達の姿・遊びを通しての学び・幼児期に
必要な体験 

事前学習 教科書 pp.73~84 を読んでくる。 

事後学習 幼児期に必要な体験についてまとめる 

第６回 
幼児教育の方法①  与えられる「方法」

と探りあてる「方法」 

事前学習 教科書 pp89~102 を読んでくる 

事後学習 
与えられる「方法」と探りあてる「方法」について具体的
場面の適用をまとめる。 

第７回 
幼児教育の方法②幼稚園教育要領に見る

方法・遊びを通して指導するということ・子
どもの主体性を生かすということ。 

事前学習 教科書 pp.116~137 を読んでくる 

事後学習 子どもの主体性について考え、まとめる 

第８回 教育の道具・素材・環境を考える 

事前学習 
教科書 pp.142~156 を読んでくる  ハサミを持参するこ
と 

事後学習 
体験活動の発達に合わせた提示と教師の言葉についてまと
める 

第９回 
教育実践を支える理解  教育実践と幼

児理解・理解の内容・教える人の姿勢・実践
研究 

事前学習 教科書 pp.169~188 を読んでくる 

事後学習 幼児理解・理解の内容・教える人の姿勢についてまとめる 

第１０回 
共同体づくりということ・幼稚園・保育

所・認定子ども園の中でつけるべき資質 

事前学習 教科書 pp.197~221 を読んでくる 

事後学習 
幼稚園・保育所・認定子ども園の中でつけるべき資質につ
いてその共通性とその後の初等教育への関連をつかむ 

第１１回 
現代の保育内容・幼児期から児童期への

教育 
事前学習 配布物を読んでくる 

事後学習 具体的な授業づくりについてのプランニングをする 

第１２回 模擬授業の発表・協議 
事前学習 

学習成果を生かして 5歳児での模擬授業について計画を作
成して臨む 

事後学習 教材教具の活用と条件作りについて、まとめる。 

第１３回 
幼小連携ということ・子ども達の未来を考
える授業のまとめ  

事前学習 教科書 pp.222~238 を読んでくる 

事後学習 教育方法論で得た学びを整理する。 

課題研究

１ 

第８回の講義の中で触れた幼児の遊びを促す方法を発展させて、５歳児を対象とした造形遊びの内容を考えて作成し、

それを作成する意図や、達成すべき目標について、指定した用紙に書いて提出する。 



 

 

レポート形式 指定用紙を配布する 

実施時期第８回講義終了時 

提出期限第１０回の講義開始時 

提出後：添削指導とグループディスカッションを行う 

事後学習：添削指導並びにグループディスカッションを踏まえて幼児にとって必要な導きについてまとめる。 

課題研究

２ 

模擬授業の指導案の提出を求める 

第１２回の模擬授業を踏まえて自分自身の指導案の修正を行い、何をどのように修正したのかについて明記したレポー

トと共に提出する。 

レポート形式  指定用紙を配布する 

実施時期第１２回の講義終了時 

提出期限第１３回の講義開始時 

添削指導をして返却するので、幼児教育の可能性と難しさなどについてしっかり振り返りをすること 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教育方法論（中等） （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2447 

SNMP2447 

SCMP2447 

SBMP2447 

SPMP2447 

EDTS2104 

EDTS2304 

２．授業担当教員 深沢 和彦 

４．授業形態 
講義、演習（視聴覚教材の鑑賞、問題解決のためのグループワーク・

ロールプレイングなどを含む） 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「学習指導要領」の改訂により、各教科、総合的な学習の時間等の授業改善が求められている今日、教師は
「よりよい授業づくり」のために、さまざまな教育方法を学ぶことが求められています。この授業では、基

本的な指導方法・学習方法について説明するとともに、その方法の効果・問題点を整理し、教育実習時の授
業場面に役立つ教育の〈方法〉を身につけることを目的とします。具体的には、授業場面の事例をもとに、
〈方法〉への理解を深めると同時に、その工夫・改善のあり方について検討します。その上で、グループワ

ークによる「模擬授業」を実施し、「授業づくり」の過程におけるPDCAサイクル（Plan［企画］-Do［実行］
-Check［評価］-Action［改善］）を体験的に学びます。 

８．学習目標 

1. 中学校・高等学校教諭等を目指す学生に求められる基本的な教授学習理論を理解し、重要な用語について

説明することができる。 

2. 基本的な指導方法・学習方法を理解した上で、「模擬授業」において実際にその方法論にもとづいた指導
案を作成し、授業を展開することができる。 

3. 自ら実施した（あるいは他の受講生が実施した）「模擬授業」の問題点を検討し、次の授業に生かすこと
ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

指示された予習課題や探究的課題に主体的に取り組むこと。対話型の学習により理解を確実にすることで問

題解決に対する力量を養うように努めること。 

1)授業ごとに配付するワークシート（レポートを兼ねる）の提出 

2)学習指導案の作成と提出 

3)模擬授業の実践 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

田中耕治・鶴田清司・橋下美保・藤村宣之『新しい時代の教育方法 改訂版』有斐閣アルマ、2019年 

【参考書】 

中学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 30年 3月告示 文部科学省） 
生徒指導提要（平成 22年 3月告示 文部科学省） 
その他必要に応じてプリントを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

基本的な教授学習理論を理解し、専門教科の授業づくりに生かし、模擬授業を実践し、授業改善に結びつけ
ることができる。  

○評定の方法 

１ 日常の授業態度（参加態度、発表・発言、学習状況等） ４０％ 

２ 課題レポート                    ３０％ 

３ 期末試験                      ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

皆さんが小学校・中学校・高等学校の学校段階で積み重ねてきた「授業体験」を振り返ってください。この

授業ではさまざまな教育の方法について学びます。皆さんの授業の体験とこの授業での学びを結びつけ、各

自がめざす「良い授業」について考えてください。常に「良い授業」を考えて実践できる教師をめざしてく

ださい。 

【学生に期待すること】 

受講生の皆さんは、上記のような目的を達成するために下記の内容に留意してください。 

①教師と受講生、受講生同士のコミュニケーションが学びの質を高めます。グループワークには積極的に取

り組み、課題意識をもって臨んでください。 

②授業に臨むにあたって無断欠席、遅刻、早退、無断退出をしないでください。（欠席、遅刻、早退をした場

合は、その理由を必ず教員に書面にて報告してください。正当な理由であっても、必要な時間数に不足する

場合は不合格となります。） 

③明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られな

いと判断された場合、試験の答案内容の如何にかかわらず、不合格となります。 

④授業中、飲食、私語、居眠りはしないでください。 

⑤授業中は携帯電話等の携帯端末の電源を切ってカバンにしまってください。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
−授業の進め方・教育方法論を学ぶ意義− 

事前学習 教科書「序章」（pp.1〜8）を読んでおく。 

事後学習 
教育方法を学ぶ意義について考える。本時の

授業のポイントをノートに整理する。 

第２回 
西洋における教育思想と教育方法（第１章前半－近代の
教育思想と教育方法―） 

事前学習 
教科書「第１章」１・２（pp.11～29）を読み、

分からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 



 

 

 

第３回 
西洋における教育思想と教育方法（第１章後半―現代の
教育思想と教育方法―） 

事前学習 
教科書「第１章」３（pp.29～41）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第４回 子どもは何を学ぶか（第４章） 

事前学習 
教科書「第４章」（pp.103～120）を読み、分

からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第５回 学習とは何か（第５章） 

事前学習 
教科書「第５章」（pp.121～141）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第６回 学力をどう高めるのか（第６章） 

事前学習 
教科書「第６章」（pp.143～168）を読み、分

からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第７回 授業をどうデザインするか（第７章） 

事前学習 
教科書「第７章」（pp.169～200）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第８回 教育の道具・素材・環境を考える（第８章） 

事前学習 
教科書「第８章」（pp.201～222）を読み、分

からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第９回 
何をどう評価するのか（第９章） 
学習指導案の作成について 

事前学習 
教科書「第９章」（pp.223～244）を読み、分
からない部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やグループ討議で話し合ったこと

をワークシートにまとめ、分からなかったと

ころがあれば教員に質問する。 

第１０回 

模擬授業の打ち合わせと練習 
＊模擬授業の指導案決定 
＊模擬授業の日程調整と実施の仕方 
＊グループごとに練習 

事前学習 

配付資料「学習指導案の実際」「基本の授業技

術」を熟読し、各自指導略案を作成してくる

こと。 

事後学習 
グループごとに模擬授業の打ち合わせをし、

練習する。 

第１１回 グループワークによる模擬授業（英語科） 

事前学習 

グループ毎に模擬授業の準備と予行演習を

する。準備には、情報機器の活用について検

討する。 

事後学習 

グループで実施した模擬授業の問題点を検

討し、他の受講生から得たことを含め、自ら

の学習指導案（略案）の改善をする。 

第１２回 グループワークによる模擬授業（公民科・福祉科） 

事前学習 

グループ毎に模擬授業の準備と予行演習を

する。準備には、情報機器の活用について検

討する。 

事後学習 

グループで実施した模擬授業の問題点を検

討し、他の受講生から得たことを含め、自ら

の学習指導案（略案）の改善をする。 

第１３回 
グループワークによる模擬授業（情報科・保健科） 
本講義のまとめ 

事前学習 

グループ毎に模擬授業の準備と予行演習を

する。準備には、情報機器の活用について検

討する。 

事後学習 

グループで実施した模擬授業の問題点を検

討し、他の受講生から得たことを含め、自ら

の学習指導案（略案）の改善をする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：例示した指導案を参考にして，グループで決定した単元の 1時間分の学習指導案（略案）を各自で作

成しなさい。 

レポート形式：様式を伝えるので，様式に合わせて PCで作成するのが望ましい。 

実施時期：詳細は第 9回の授業時に知らせる。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。（2枚印刷，1枚は提出，もう 1枚はグループワーク時に使用） 

質疑応答・意見交換を第 10回授業時に教室で行う。 

提出した学習指導案に関する指導は，第 11回・12回・13回の授業時に教室で行う。 

事後学習：指導案作成と指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを各自まとめ，模擬授業に活かす 



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：模擬授業実施してみて，修正した後の学習指導案（略案）とともに修正の理由を箇条書きでまとめた

上で，学習指導案作成と模擬授業から学んだことを，述べなさい。 

レポート形式：様式を伝えるので，様式に合わせて PCで作成するのが望ましい。 

実施時期：詳細は第 10回の授業時に知らせる。 

提出期限：模擬授業終了後 1週間以内に提出する。 

質疑応答・意見交換を第 11・12・13回の授業終了後に教室で行う。 

添削後のレポート返却と指導は，期末試験の日程に従って行う。 

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

期末試験（レポート返却と指導も含む） 

 

 

 

 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験のある教員　　特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　小学校教諭としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示した講義概要に則した講義を行う。



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠA （2 単位） 

３．科目番号 
GECD3411 

GECD3211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・問題演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次までの教職課程科目並びに教員基礎演習Ⅰ/教員基礎演習ⅡAをすでに単位取得していることが望ましい。 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門的知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身に付けることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。本学の教員採用試験の記

述試験対策は、1 年次の教員基礎演習Ⅰ（一般教養）、2 年次の教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年次の教員開発演習

ⅠA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員開発演習ⅠA においては、「教職教養」の重要ポイン

トを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。各回の演習においては、「教職教養」の各領

域の傾向と対策の説明、重要ポイントの解説、過去問演習を行う。 

８．学習目標 

1．教育に関する基礎的な教養を身に付け、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得することができる。 

2．教職教養の各領域の出題傾向を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

3．教職教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

4．教職教養の各領域の過去問演習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集等に取り組み、

自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集１ 教職教養』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育における基礎的教養にかかわる知識を身に付け、現場で実践するための応用力を身に付けることができる。（学

習目標 1） 

・教職教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 2、3） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各界の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成績

（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取得の

条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達成の

ため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更される

場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

教育原理①教育の意義と目的および教育方法（pp.2～

11） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２回 
教育原理②教育課程、学習指導要領（pp.12～24） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第３回 
教育原理③道徳教育、特別活動（pp.25～38） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第４回 
教育原理④生徒指導（pp.39～47） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第５回 
教育原理⑤障害児教育（pp.48～55） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第６回 

教育原理⑥人権教育・同和教育・社会教育・生涯学習

（pp.56～69） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第７回 教育原理⑦学校と学級の運営、教育時事（pp.70～82） 事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 



 

＊授業の後半に確認テストを実施 
事後学習 

確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第８回 
西洋教育史①古代・中世・近世を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第９回 
西洋教育史②近代・現代を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１０回 

教育法規①日本国憲法と教育基本法を中心に（pp.172

～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１１回 

教育法規②学校教育に関する法規を中心に（pp.172～

225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１２回 

教育法規③教職員の法規、教育行政、生涯学習を中心

に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果

と課題を確認すること。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：教育法規「学校に関する法規」（pp.181～188）の問題を全て解き(A4 1 枚程度)、終了後、間違えたところ

を中心に復習を行う。最後に自ら同じ問題についての確認テストを行う(A4 1枚程度)。 

レポート形式：A4用紙 2枚程度 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

事後学習：確認テストを見直し、よくわからなかった点など復習しておくこと。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：教育法規「子どもに関する法規」（pp.198～207）の問題を全て解き(A4 1 枚程度)、終了後、間違えたとこ

ろを中心に復習を行う。最後に自ら同じ問題についての確認テストを行う(A4 1枚程度)。 

レポート形式： A4用紙 2枚程度 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

事後学習：確認テストを見直し、よくわからなかった点など復習しておくこと。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠA （4 単位） 

３．科目番号 
GECD3411 

GECD3211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・問題演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次までの教職課程科目並びに教員基礎演習Ⅰ/教員基礎演習ⅡAをすでに単位取得していることが望ましい。 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門的知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身に付けることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。本学の教員採用試験の記

述試験対策は、1 年次の教員基礎演習Ⅰ（一般教養）、2 年次の教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年次の教員開発演習

ⅠA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員開発演習ⅠA においては、「教職教養」の重要ポイン

トを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。各回の演習においては、「教職教養」の各領

域の傾向と対策の説明、重要ポイントの解説、過去問演習を行う。 

８．学習目標 

1．教育に関する基礎的な教養を身に付け、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得することができる。 

2．教職教養の各領域の出題傾向を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

3．教職教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

4．教職教養の各領域の過去問演習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集等に取り組み、

自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集１ 教職教養』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育における基礎的教養にかかわる知識を身に付け、現場で実践するための応用力を身に付けることができる。（学

習目標 1） 

・教職教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 2、3） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各界の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成績

（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取得の

条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達成の

ため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更される

場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

教育原理①教育の意義と目的および教育方法（pp.2～

11） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２回 
教育原理②教育方法（pp.5～11） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第３回 
教育原理③教育課程（pp.12～15） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第４回 
教育原理④学習指導要領（pp.16～24） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第５回 
教育原理⑤道徳教育（pp.25～32） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第６回 
教育原理⑥特別活動（pp.33～38） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第７回 教育原理⑦生徒指導（pp.39～47） 事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 



 

＊授業の後半に確認テストを実施 
事後学習 

確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第８回 
教育原理⑧障害児教育（pp.48～55） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第９回 
教育原理⑨人権教育・同和教育（pp.56～63） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１０回 
教育原理⑩社会教育・生涯学習（pp.64～69） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１１回 
教育原理⑪学校と学級の運営（pp.70～74） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１２回 
教育原理⑫教育時事（pp.75～82） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果

と課題を確認すること。 

第１４回 
西洋教育史①古代・中世を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１５回 
西洋教育史②近世を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１６回 
西洋教育史③近代を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１７回 
西洋教育史④現代を中心に（pp.84～98） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１８回 
教育法規①日本国憲法を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第１９回 
教育法規②教育基本法を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２０回 
教育法規③学校に関する法規を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２１回 

教育法規④学校運営・教科書・教材・著作権を中心に

（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２２回 
教育法規⑤学校保健・安全を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２３回 

教育法規⑥子どもに関する法規を中心に（pp.172～

225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２４回 
教育法規⑦児童虐待を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２５回 

教育法規⑧地方公務員法、教育公務員特例法を中心に

（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな
かった点など復習しておくこと。 

第２６回 

教育法規⑨教職員の種類と職務を中心に（pp.172～

225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２７回 
教育法規⑩教育行政、生涯学習を中心に（pp.172～225） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからな

かった点など復習しておくこと。 

第２８回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：教育原理「生徒指導」の問題 73～81（pp.39～42）を解き(A4 1 枚程度)、終了後、間違えたところを中心

に復習を行う。最後に自ら同じ問題についての確認テストを行う(A4 1 枚程度)。 

レポート形式：A4 用紙 2 枚程度 



 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：確認テストを見直し、よくわからなかった点など復習しておくこと。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：教育原理「障害児教育」の問題 89～99（pp.48～52）を解き(A4 1 枚程度)、終了後、間違えたところを中
心に復習を行う。最後に自ら同じ問題についての確認テストを行う(A4 1 枚程度)。 

レポート形式： A4 用紙 2 枚程度 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：確認テストを見直し、よくわからなかった点など復習しておくこと。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅡA （2 単位） 

３．科目番号 
GECD4211 

GECD4411 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・課題演習（論作文作成・模擬面接など） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ、ⅡA」および「教員開発演習ⅠA」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、1年次の「教員基礎演習Ⅰ（一般教養）」、2年次の「教員基礎演習Ⅱ（専門教養）」および 3年次

の「教員開発演習Ⅰ（教職教養）」で培われてきた各分野･領域における基礎学力を基盤とし、教員採用試験対策

における最終的な総まとめとしての段階と位置づけ、より実践的かつ実務的な講義･演習を中心とした講座を展

開する。 

各回の授業においては、自治体ごとの傾向を踏まえながら、小論文および面接試験などの対策を行う。 

８．学習目標 

１．各自治体による二次試験の出題傾向を自ら調べ対策をたてることができる。 

２．小論文や個人面接の試験において、過去に出題されたテーマに対して積極的に自らの意見を述べることがで

き、教員になるための資質の向上を目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回における積極的な発言、態度を評価 

２．論作文などの課題提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】協同教育研究会編『2020 年度版 全国まるごと過去問題集 ＃論作文・面接』協同出版。 

     津金邦明著『教員採用試験 面接突破 101 事例 2021 年版』学研。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・小論文や個人面接等において進んで自ら意見を述べることができる。（学習目標 2） 

・卒業後の自分をしっかり見据えて自分の進むべき方向性を準備している。（関心・意欲・態度） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業でのディスカッションや積極的参加度（50％）、各回に提示されたレポートや論作

文の成績（50％）を総合的に判断する。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位

取得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

③ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

④ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要であ

る。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更さ

れる場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

面接練習① 

事前学習 個人面接に対する心構えを考えてくる。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２回 面接練習② 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第３回 論文①教師論に関するテーマ 

事前学習 3年次に扱った論作文の書き方を思い出す。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第４回 面接練習③ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第５回 面接練習④ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第６回 論文②児童・生徒の指導に関するテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第７回 面接練習⑤ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第８回 面接練習⑥ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第９回 論文③児童・生徒の指導に関するテーマ 2 事前学習 前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
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敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１０回 面接練習⑦ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１１回 面接練習⑧ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１２回 論文④教育の目標や教育課題に関するテーマ 
事前学習 

前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 本時の論作文を完成させる。 

第１３回 面接練習⑨ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

課題研究 1 

補講授業を実施する。 
授業内容：面接練習⑩ 

実施時期：授業内で周知する。 
事前学習：前時の課題を振り返る。 
事後学習：本時の課題を深く考え、短く答えられるようまとめる。 

課題研究 2 

補講授業を実施する。 
授業内容：論文⑤抽象的なテーマ 
実施時期：授業内で周知する。 

事前学習：前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推敲する。 
事後学習：本時の論作文を完成させる。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅡA （4 単位） 

３．科目番号 
GECD4211 

GECD4411 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・課題演習（論作文作成・模擬面接など） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ、ⅡA」および「教員開発演習ⅠA」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、1年次の「教員基礎演習Ⅰ（一般教養）」、2年次の「教員基礎演習Ⅱ（専門教養）」および 3年次

の「教員開発演習Ⅰ（教職教養）」で培われてきた各分野･領域における基礎学力を基盤とし、教員採用試験対策

における最終的な総まとめとしての段階と位置づけ、より実践的かつ実務的な講義･演習を中心とした講座を展

開する。 

各回の授業においては、自治体ごとの傾向を踏まえながら、小論文および面接試験などの対策を行う。 

８．学習目標 

１．各自治体による二次試験の出題傾向を自ら調べ対策をたてることができる。 

２．小論文や個人面接の試験において、過去に出題されたテーマに対して積極的に自らの意見を述べることがで

き、教員になるための資質の向上を目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回における積極的な発言、態度を評価 

２．論作文などの課題提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】協同教育研究会編『2020 年度版 全国まるごと過去問題集 ＃論作文・面接』協同出版。 

     津金邦明著『教員採用試験 面接突破 101 事例 2021 年版』学研。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・小論文や個人面接等において進んで自ら意見を述べることができる。（学習目標 2） 

・卒業後の自分をしっかり見据えて自分の進むべき方向性を準備している。（関心・意欲・態度） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業でのディスカッションや積極的参加度（50％）、各回に提示されたレポートや論作

文の成績（50％）を総合的に判断する。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位

取得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力・実践力を身につけることを目的としている。目的達

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

③ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

④ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要であ

る。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更さ

れる場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

面接練習① 

事前学習 個人面接に対する心構えを考えてくる。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２回 面接練習② 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第３回 論文①教師論に関するテーマ 

事前学習 3 年次に扱った論作文の書き方を思い出す。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第４回 面接練習③ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第５回 面接練習④ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第６回 論文②児童・生徒の指導に関するテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第７回 面接練習⑤ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第８回 面接練習⑥ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第９回 論文③児童・生徒の指導に関するテーマ 2 事前学習 前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
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敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１０回 面接練習⑦ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１１回 面接練習⑧ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１２回 論文④教育の目標や教育課題に関するテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１３回 面接練習⑨ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１４回 面接練習⑩ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第１５回 論文⑤教育の目標や教育課題に関するテーマ 2 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第１６回 面接練習⑪ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第１７回 面接練習⑫ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第１８回 論文⑥教育の目標や教育課題に関するテーマ 3 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推

敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第１９回 面接練習⑬ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２０回 面接練習⑭ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２１回 論文⑦抽象的なテーマ 1 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容
を考える。 

第２２回 面接練習⑮ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２３回 面接練習⑯ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと
める。 

第２４回 論文⑧抽象的なテーマ 2 

事前学習 
前時で書いた論作文を読み返してより良い形に推
敲する。 

事後学習 
本時の論作文を完成させる。次時の論作文の内容

を考える。 

第２５回 面接練習⑰ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

第２６回 面接練習⑱ 

事前学習 前時の課題を振り返る。 

事後学習 
本時の課題を深く考え、短く答えられるようまと

める。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：「子供と共に歩む教師」について、自分の経験を踏まえて述べなさい。（テキスト pp.16-17） 

＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 
なお、当設題を実際に出題した自治体について言及しなくてもよい。 
レポート形式：原稿用紙 800 字以内 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて次の論作文執筆に活かせるようにしておく

こと。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：いじめは深刻な教育現場の課題として、社会からも強くその解決が求められているところです。その

ためには、「生徒自らがいじめを許さない集団」作りに取り組む必要があります。この目標を達成するため、あなたは教

科学習や学習指導の場面で、どのような指導を展開したいと考えるか、具体的に述べなさい。（テキスト pp.142-143） 



 

＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 
レポート形式：原稿用紙 800字以内 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて次の論作文執筆に活かせるようにしておく

こと。 

課題研究 3 

課題研究テーマ：確かな学力を育むためには、互いのよさを認め合い、自分のよさを発揮できる学級づくりが大切です。

あなたは、このことをどのように考え、学級担任としてどのように取り組んでいきますか。600字以上 800字以内で、あ

なたの考えを具体的に述べなさい。（テキスト pp.44-45） 
＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 

なお、当設題を実際に出題した自治体について言及しなくてもよい。 

レポート形式：原稿用紙 600字以上 800字以内 

実施時期：第 20回の授業後に実施する。 

提出期限：第 22回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて面接練習に活かせるようにしておくこと。 

課題研究 4 

課題研究テーマ：あなたが教員として、これからの社会を生きる児童生徒に最も身に付けさせたい力は何ですか。また、
そのために、どのような教育実践に取り組みますか。具体的に述べなさい。（テキスト pp.91-93） 

＊方針と分析、作成のポイントをよく読んでから開始してよい。時間は 60分とする。 

なお、当設題を実際に出題した自治体について言及しなくてもよい。 

レポート形式：原稿用紙 800 字以内 

実施時期：第 23 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 25 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削された課題をよく復習し、改善すべき点をしっかり押さえて面接練習に活かせるようにしておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅠA （2 単位） 

３．科目番号 
GECD1411 

GECD1211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義・問題演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教員になるためには「一般教養」をはじめ、校種・教科別の「専門教養」、あるいは教職に関する基礎的な

教養としての「教職教養」等の知識を確実に身につけることが求められる。本学の教員採用試験の記述試験

対策は、1 年次、2 年次の教員基礎演習 IA および IIA（専門教養）、3 年次の教員開発演習 IA（教職教養）

と一貫したプログラムで構成されている。教員基礎演習 I においては、「専門教養（小学校全科）」のうち、

特に国語、社会および算数の一部の重要ポイントを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目

標とする。なお、「専門教養（小学校全科）」は「一般教養」を含んでいるので、小学校教諭免許取得希望者

以外も積極的に取り組んでもらいたい。 

８．学習目標 

１．教育に関する基礎的な教養を身につけ、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得する。 

２．専門教養の各領域の出題を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができ

る。 

３．専門教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

４．専門教養の各領域において過去に教員採用試験で出題された問題を演習することにより、出題方法を実

践的に理解する。そのうえで、自ら問題集などに取り組み、自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集 小学校全科』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・学習すべき各領域（教科）において未習熟の箇所を確認し習得することができる。（学習目標 1） 

・自分が習得すべき領域（教科）における「学習の仕方」や「学習計画の立て方」を身に付けることができ

る。（学習目標 2、3） 

・各分野、領域あるいは教科等の重要なポイントを押さえ、これを応用する能力を身に付けることができる。

（学習目標 4） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各回の確認テストの成績（50％）、習得度確認テス

トの成績（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4 以上の

出席が単位取得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力･実践力を身につけることを目的としている。目

的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要

である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変

更される場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

＊本演習における特性と今後の展望。教科書

の確認。 

事前学習 本講義内容をシラバスにてあらかじめ把握し臨む。 

事後学習 小学校全科における学習内容を大まかに理解する。 

第２回 

国語①学習指導要領の教科目標を中心に（問

題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第３回 

国語②学習指導要領の学年目標を中心に（問

題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第４回 
国語③漢字を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第５回 国語④語句を中心に（問題集 pp.2～37） 事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 



 

 

＊授業の後半に確認テストを実施 
事後学習 

確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第６回 
国語⑤文法を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第７回 
国語⑥敬語を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第８回 
国語⑦文学史を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第９回 

国語⑧文学作品の読解を中心に（問題集 pp.2

～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１０回 

国語⑨文学作品の読解を中心に（問題集 pp.2

～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１１回 
国語⑩短歌、俳句を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１２回 

社会①学習指導要領の教科目標を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果と課

題を確認すること。 

第１４回 

社会②学習指導要領の学年目標を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１５回 

社会③世界地理を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１６回 

社会④日本地理を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１７回 

社会⑤原始・古代～中世の歴史を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１８回 

社会⑥近世～近代・現代の歴史を中心に（問

題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第１９回 

社会⑦政治・経済を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２０回 

社会⑧国際社会を中心に（問題集 pp.40～

110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２１回 

算数①分数の計算を中心に（問題集 pp.112

～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２２回 

算数②因数分解を中心に（問題集 pp.112～

146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２３回 
算数③平方根を中心に（問題集 pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 



 

 

第２４回 
算数④数列を中心に（問題集 pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２５回 

算数⑤公倍数・公約数を中心に（問題集

pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２６回 

算数⑥一次方程式を中心に（問題集 pp.112

～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２７回 

算数⑦二次方程式を中心に（問題集 pp.112

～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわからなか

った点など復習しておくこと。 

第２８回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果と課

題を確認すること。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：算数の学習指導要領の問題 1 から問題 7（問題集 pp.112～116）を解きなさい。その際、内容の理解

に努め、答えだけではなく問題文も用紙に手書きすること。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった点についてさらに調べるなどして復習しておくこと。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：算数の学習指導要領の問題 8 から問題 15（問題集 pp.116～118）を解きなさい。その際、内容の理

解に努め、答えだけではなく問題文も用紙に手書きすること。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 13 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 14 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった点についてさらに調べるなどして復習しておくこと。 

 



 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅡA （2 単位）再履修用 

３．科目番号 
GECD2411 

GECD2211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義･問題演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ」を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身につけることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。 

本学の教員採用試験の記述試験対策は、1、2 年次の教員基礎演習 IA および教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年

次の教員開発演習 IA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員基礎演習ⅡA においては、「専門

教養（小学校全科）」のうち、特に算数の一部および理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、外国語活動・外

国語の重要ポイントを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。なお、「専門教養（小学

校全科）」は「一般教養」を含んでいるので、小学校教諭免許取得希望者以外も積極的に取り組んでもらいたい。 

８．学習目標 

１．教育に関する基礎的な教養を身につけ、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得する。 

２．専門教養の各領域の出題を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

３．専門教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

４．専門教養の各領域の過去問練習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集などに取り組

み、自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2021 年度 教員採用試験対策 問題集 小学校全科』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育に関する基礎的な教養にかかわる知識を身に付けることができる。（学習目標 1） 

・専門教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 3、4） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各回の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成

績（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取

得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力･実践力を身につけることを目的としている。目的達

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更され

る場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
国語①漢字・語句を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第２回 
国語②文法・敬語を中心に（問題集 pp.2～37） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第３回 
社会①地理を中心に（問題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第４回 
社会②歴史を中心に（問題集 pp.40～110） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第５回 
算数：図形を中心に（問題集 pp.112～146） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第６回 

理科：物質・エネルギーを中心に（問題集 pp.148

～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第７回 生活（問題集 pp.202～212） 事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 



 

＊授業の後半に確認テストを実施 
事後学習 

確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第８回 
音楽（問題集 pp.214～245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第９回 
図画工作（問題集 pp.248～269） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第１０回 
家庭（問題集 pp.272～295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第１１回 
体育（問題集 pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第１２回 
外国語（問題集 pp.324～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから

なかった点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成

果と課題を確認すること。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：算数の数・式の計算に関する問題 16 から問題 25（問題集 pp.119～121）を解きなさい。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった問題について復習しておくこと。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：理科の「生命・地球」の動物に関する問題 78 から問題 87（問題集 pp.184～187）を解きなさい。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった問題について復習しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅡA （4 単位） 

３．科目番号 
GECD2411 

GECD2211 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義･問題演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教員基礎演習Ⅰ」を履修していることが望ましい 

７．講義概要 

教員には、校種別の専門知識、教育に関する基礎的な教養、一般教養などを身につけることが求められる。した

がって、教員採用試験においても、専門教養、教職教養、一般教養の記述試験が課される。 

本学の教員採用試験の記述試験対策は、1、2 年次の教員基礎演習 IA および教員基礎演習ⅡA（専門教養）、3 年

次の教員開発演習 IA（教職教養）と一貫したプログラムで構成されている。教員基礎演習ⅡA においては、「専門

教養（小学校全科）」のうち、特に算数の一部および理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、外国語活動・外

国語の重要ポイントを理解し、問題演習を行い、実践力を身につけることを目標とする。なお、「専門教養（小学

校全科）」は「一般教養」を含んでいるので、小学校教諭免許取得希望者以外も積極的に取り組んでもらいたい。 

８．学習目標 

１．教育に関する基礎的な教養を身につけ、それを教育の現場で実践するための応用力を獲得する。 

２．専門教養の各領域の出題を理解したうえで、各自治体の出題傾向を自ら調べ、対策を立てることができる。 

３．専門教養の各領域の重要ポイントを理解し、説明できる。 

４．専門教養の各領域の過去問練習により、出題方法を実践的に理解する。そのうえで、自ら問題集などに取り組

み、自己学習できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の確認テスト 

2．習熟度確認まとめテスト 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】東京アカデミー編『2020 年度 教員採用試験対策 問題集 小学校全科』七賢出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・教育に関する基礎的な教養にかかわる知識を身に付けることができる。（学習目標 1） 

・専門教養の各領域における重要なポイントを押さえ、説明できる。（学習目標 3、4） 

・興味関心をもって意欲的に学習に取り組んでいる。（興味・関心・意欲） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（30％）、各回の確認テストの成績（50％）、習得度確認テストの成

績（20％）の結果を総合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4以上の出席が単位取

得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本演習においては、教員採用試験合格を目指して、基礎力･実践力を身につけることを目的としている。目的達

成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

① 授業ごとに限られた時間の中で重要ポイントを説明するので、授業中は集中すること。 

② 「確認テスト」までの暗記・反復学習時間は、静粛に取り組むこと。 

③ 遅刻および授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作は厳禁である。 

④ わからなかった点は各担当教員に積極的に質問すること。 

⑤ 本演習を契機として、各自が積極的に学習を進めること。重要ポイントの暗記、問題の反復練習が重要である。 

＊なお、本演習は各分野の専門教員によるオムニバス方式で実施されるため、教員の事情等で学習範囲が変更され

る場合あります。その際にはコーディネーターが事前に連絡します。 

13．オフィスアワー 各担当教員のオフィスアワーを参照 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

理科①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２回 
理科②光を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第３回 
理科③音を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第４回 
理科④力を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第５回 
理科⑤運動を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第６回 

理科⑥化学全般を中心に（小学校全科 pp.148～

200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 



 

第７回 

理科⑦化学反応式を中心に（小学校全科 pp.148

～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第８回 
理科⑧植物を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第９回 
理科⑨動物を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１０回 
理科⑩宇宙を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１１回 
理科⑪岩石を中心に（小学校全科 pp.148～200） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１２回 

音楽①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.214～245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１３回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

第１４回 

音楽②音楽一般を中心に（小学校全科 pp.214～

245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１５回 

音楽③表現、鑑賞、総合を中心に（小学校全科

pp.214～245） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１６回 

家庭①衣生活を中心に（小学校全科 pp.272～

295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１７回 

家庭②食生活を中心に（小学校全科 pp.272～

295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１８回 

家庭③家族の生活と住居を中心に（小学校全科

pp.272～295） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第１９回 

体育①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２０回 

体育②器械運動、陸上運動を中心に（小学校全科

pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２１回 

体育③水泳、ボール運動、保健を中心に（小学校

全科 pp.298～322） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２２回 

外国語①学習指導要領を中心に（小学校全科

pp.324～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２３回 

外国語②英語の語彙を中心に（小学校全科

pp.324～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２４回 

外国語③英文法を中心に（小学校全科 pp.324～

342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２５回 

外国語④英会話を中心に（小学校全科 pp.324～

342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２６回 

外国語⑤英文読解を中心に（小学校全科 pp.324

～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２７回 

外国語⑥英文読解を中心に（小学校全科 pp.324

～342） 

＊授業の後半に確認テストを実施 

事前学習 指定された範囲の予習をしておくこと。 

事後学習 
確認テストで出題された部分を見直し、よくわから
なかった点など復習しておくこと。 

第２８回 習熟度確認まとめテスト／授業評価 

事前学習 これまで学習した内容を復習してくること。 

事後学習 
習熟度確認まとめテストの結果を通じて自己の成果
と課題を確認すること。 

課題研究 1 課題研究テーマ：理科の電磁気に関する問題 27 から問題 35（問題集 pp.161～164）を解きなさい。 



 

 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった問題について復習しておくこと。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：理科の水溶液の濃度に関する問題 42 から問題 46（問題集 pp.167～169）を解きなさい。 

レポート形式：A4 用紙を用いて解答に適切な分量 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：よくわからなかった問題について復習しておくこと。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教師論（初等） （2単位） 

３．科目番号 

SJTC1401 

EDTE1302 

EDTE1102 ２．授業担当教員 深沢 和彦 

４．授業形態 
講義、事例研究（グループワーク）、演習（論作文）、発

表 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日の学校教育が抱える様々な課題を解決する上で、その主たる担い手である教員の役割や責任は極めて大
きい。これからの教員は、教科・科目に関する知識を教授するだけでなく、広い視野に立ち、思いやりのあ

る人間性豊かな子どもたちを育成することが求められている。現代社会における教職の重要性の高まりを背
景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容等について身に付け、教職への意欲を高め、さらに適
性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する。 

８．学習目標 
1. 我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解し、説明が出来るようになる。 

2. 教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解し、態度化できる。 

3. 教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

指示された予習課題や探究的課題に主体的に取り組むこと。対話型の学習により理解を確実にすることで問

題解決に対する力量を養うように努めること。 

1)授業ごとに配付するワークシート（レポートを兼ねる）の提出 

2)後日指示する課題レポートの作成と提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
佐藤晴雄著『教職概論-教職を目指す人のために-（第５次改訂版）』学陽書房、2018年。 

【参考書】 
東京福祉大学編『教職科目要説』ミネルヴァ書房 
【教材】 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

教職の意義や教員の役割・職務内容に関心を持ち、教員に求められる資質・能力、教育を支える法律上の規

定などを理解し、説明ができる。 

○評定の方法 

・学習記録・演習課題６０％、レポート２０％、受講態度２０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

「教師論」は教職に就くことを目指す人たちの科目です。皆さんが小学校・中学校・高等学校の学校段階で

積み重ねてきた体験を、各学校段階の教師について、児童生徒の立場からでなく教員として立場に置き換え

て考えてください。皆さんのこれまでの学校体験とこの授業での学びを結びつけ、教員として身につけるべ

き資質と能力を磨いてください。 

【学生に期待すること】 

受講生の皆さんは、上記のような目的を達成するために下記の内容に留意してください。 

①教師と受講生、受講生同士のコミュニケーションが学びの質を高めます。グループワークには積極的に取 

り組み、課題意識をもって臨んでください。 

②授業に臨むにあたって無断欠席、遅刻、早退、無断退出をしないでください。（欠席、遅刻、早退をした場

合は、その理由を必ず教員に書面にて報告してください。正当な理由であっても、必要な時間数に不足する

場合は不合格となります。） 

③明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られな

いと判断された場合、試験の答案内容の如何にかかわらず、不合格となります。 

④授業中、飲食、私語、居眠りはしないでください。 

⑤授業中は携帯電話等の携帯端末の電源を切ってカバンにしまってください。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
「教職の魅力・やりがい」についてディスカ
ッションする。 

事前学習 

教科書「序章」を読んで、自己の考えをまとめておく。
教職を目指したきっかけや理由と過去にお世話になっ
た教員のイメージと心に残る教員の姿について整理し
ておく。 

事後学習 
過去の経験から教員の職務を整理し、自分はどのよう
な教員になりたいかを話し合いを参考にしてまとめ
る。 

第２回 
教職の意義①（第１章）教職とは何か 
教員の仕事と他の職業の違いについて比較
し、教員の仕事の特徴を知る 

事前学習 
教科書１章「教職とは何か」を読んで、自己の考えを
まとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第３回 
教職の意義②（第１章）教職の意義 
教職の意義について知り、大きな責任と崇高
な使命があることを理解する。 

事前学習 
教科書１章「教職の意義」を読んで、自己の考えをま
とめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第４回 
教職観と理想の教師像（第２章） 
様々な立場から見た理想の教師像を考える。 

事前学習 教科書２章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第５回 
教師と教員養成の歴史（第３章） 
教員養成に歴史について知り、今後、目指さ
れる教師像について考える。 

事前学習 教科書３章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 



 

 

第６回 

教員の任用と服務①（第４章） 
地方公務員法や教育公務員特例法などをしら
べ、教員には服務上･身分上の義務があること
を理解する。 

事前学習 
教科書４章「教員の任用・服務」を読んで、自己の考
えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第７回 
教員の任用と服務②（第４章） 
教員の身分保障と勤務条件について知り、教
員の特殊性について理解する。 

事前学習 
教科書４章「教員の身分保障・勤務条件」を読んで、
自己の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第８回 

教師の役割と仕事①（第５章） 
学校の仕事は、教育課程に示されるとともに、
校務分掌にも示されていることを調べ、学級
担任の仕事のほかにも様々な職務があること
を知る。 

事前学習 
教科書５章「教師の役・仕事」を読んで、自己の考え
をまとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第９回 

教師の役割と仕事②（第５章） 
学級担任の職務には，学習指導や生徒指導な
ど多くの仕事があることを学級経営案を基に
調べ、どのような姿勢で職務に取り組むこと
が大切か話し合い、発表する。 

事前学習 
教科書５章「教師の仕事の実際」を読んで、自己の考
えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１０回 

教師の職場環境（第７章） 
労働者としての側面から、労働時間、メンタ
ルヘルスの維持等について考え、働き方改革
について議論する。 

事前学習 教科書７章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１１回 

教師の資質向上と研修（第８章） 
教員が学び続けることができるための研修の
権利と義務が与えられていることを調べ、そ
の制度を有効に使って自らの資質･能力の向
上を目指す努力をどのように進めるかについ
て話し合う。 

事前学習 教科書８章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１２回 

教育実習の意義と心得（第９章） 
教育実習の意義と方法について知り、実習に
臨むにあたって準備すべきことについて考
え、話し合う。 

事前学習 教科書９章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

第１３回 

面接・模擬授業にどう臨むか（第１１章）及
び学習の総括 
教員採用選考試験について知り、実際に面接
のロールプレイを行い、今後、どのような準
備が必要なのかを話し合う。 

事前学習 教科書 11章を読んで、自己の考えをまとめておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについてワークシ
ートにまとめる。わからないことは教員に質問する。 

課題研究

１ 

 

課題研究テーマ：テキストの「教職への進路選択と教員採用選考（第１０章）」を読み，「自分が志望する自治体が求め

る教員の資質や能力，また採用試験の内容」について調べ，まとめなさい。 

レポート形式：専用用紙を配付する。（自筆） 

実施時期：第 7回の授業終了後に配付する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

質疑応答・意見交換を第 8回授業終了後に教室で行う。 

添削後のレポート返却と指導は，第 13回の授業時に行う。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 12回の講義内容を踏まえて、「あなたが考える理想の教師像と今後の取り組み」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：専用用紙を配付する。（自筆 1400字以上） 

実施時期：第 12回の授業後に配付する。 

提出期限：用紙配付時に連絡する。 

質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

添削後のレポート返却と指導は，期末試験の日程に従って行う。 

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

期末試験（レポート返却と事後指導） 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教養基礎演習Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 GELA1104 

２．授業担当教員 アカデミック・アドバイザー 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

大学は専門的職業への学習・準備期間である。この 4 年間をうまくデザインして、自分の夢を実現すること
は、学生に課せられた課題である。それを援助するのが、この講座の目的である。そこで本科目は、この 4年
間の生活の仕方から始まり、授業の受け方や行事の意義並びに学ぶ仲間との交流の仕方を体得していく。最
終的には、卒業時の就職や進学に関する内容を学び、日々の勉学への意欲を高めていく。 

８．学習目標 

１．大学で共に学びあう仲間をつくる。 
２．時間の流れから将来計画をどのように考えていくべきかを理解し、将来の目標を明確に持つことができ

るようになる。 
３．より実際的な将来を切り開くため、自分の特性や家庭事情も含めて考えることができる。 
４．就職や進学のためにこの 4年間にどのような準備が必要か理解でき、行動に移すことができる。 
５．キャリアを人生のプロセスの中で考えられ、修正できる柔軟性を身につける。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．大学生としての学びは高校時代とは何が違うのか。－本学の授業に期待すること－ 
２．自分が将来就きたい職業を考える。－その職業に就いた時、どんな人物像でありたいか－ 
３．この半年間での私の進歩 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 
『履修要項』『学生生活の手引き』 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 
・大学生活に慣れ、大学での学びで必要となる自律的な学習態度・方法を身につけたか。 
・大学４年間の学習計画を立て、卒業後の展望について考えることができたか。 
○評定の方法 
１．平常点(授業態度・発表・発言など)  50％ 
２．課題レポート 50％ 

12．受講生への 
メッセージ 

他の大学と異なり、本学の学生生活はかなり厳しいものがある。例えば、授業への出席やレポート、発表
が義務づけられ、かつディスカッションがふんだんに課せられるからである。そこで、入学後には、早速、
高校時代とは異なる大きな段差があることになる。そこで、それにつまずかないよう、かつ将来を見据えた
生活設計ができるよう本科目は設けられているので、必ず出席し、課題に取り組んでいただきたい。 

13．オフィスアワー 各アカデミック・アドバイザーの指示に従ってください。 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション(教員の自
己紹介/大学における履修方法
および成績評価について学ぶ） 

事前学習 春期オリエンテーションで分からなかったところを整理しておく。 

事後学習 履修方法や成績評価について分からなかったことを質問する。 

第２回 
仲間作り 
（これまでの友人関係や部活で
の活動等について語り合う） 

事前学習 
これまでの友人関係や部活での活動等について思い出し、整理してお
く。 

事後学習 同級生の話を聞き、自分との共通点や相違点についてまとめる。 

第３回 
コミュニケーション・スキル学
習 

事前学習 
自分が周りの友人や家族にどのようなコミュニケーションをしている
のかについて振り返り、整理しておく。 

事後学習 授業で学んだことをまとめ、今後のコミュニケーションに活用する。 

第４回 
将来計画と今すべきこと・した
いことを考える 

事前学習 
大学に入学してからどのようなことをしてきたかについて振り返り、
整理しておく。 

事後学習 授業で学んだことを活用し、今すべきことを計画通り実行していく。 

第５回 職業について考える 
事前学習 自分が将来就きたい職業について考えを整理しておく。 

事後学習 
自分が将来就きたい職業に就くにはどうしたらよいかについて自ら調
べる。 

第６回 
各学部、学科における専門教育
への導入① 

事前学習 
自分が所属している学部学科ではどのような専門性を身に付けること
ができるのかについてシラバスや大学のホームページを見て、確認し
ておく。 

事後学習 
授業中に示された各学部学科の専門教育で必要な基礎知識について復
習する。 

第７回 
各学部、学科における専門教育
への導入② 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①での学習内容を復習してお
く。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入②での学習内容を復習する。 

第８回 本学の試験に備えてすべきこと 
事前学習 

自分が受講している授業のシラバスを確認し、各授業の成績評価の方
法を確認しておく。 

事後学習 授業で学んだことを活用し、テストやレポートに向けて学習する。 

第９回 
卒業生・先輩から学生生活、就
職について話をきく 

事前学習 卒業生や先輩に質問したいことを事前にまとめておく。 

事後学習 
卒業生や先輩から聞いた話をまとめ、今後の学生生活の中で活用して
いく。 

第１０回 体を鍛えて明日の自分を考える 
事前学習 大学に入り、どのような運動をしてきたかについて思い出しておく。 
事後学習 合同スポーツデイに向けて体力作りに励む。 

第１１回 
各学部、学科における専門教育
への導入③ 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①②での学習内容を復習して
おく。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入③での学習内容を復習する。 

第１２回 
各学部、学科における専門教育
への導入④ 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①②③での学習内容を復習し
ておく。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入④での学習内容を復習する。 

第１３回 この半年間で学んできたもの 
事前学習 これまでの学習内容について整理しておく。 

事後学習 
今後の学生生活を有意義に過ごすために教養基礎演習Ⅰの中で学んだ
ものを活用していく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：自分が将来就きたい職業を考える。－その職業に就いた時、どんな人物像でありたいか－ 

レポート形式 Ａ４サイズ 1ページ以内（1200字以上） 

実施時期：第９回の授業後に行うこと。 

提出時期：第１０回授業にて提出すること。提出後、添削指導を行い返却する。添削内容についての質問は、その後の



 

 

授業時間の前後に行うこと。 

事後学習：レポート作成と添削指導、その後の意見交換で学んだことを、今後のキャリア形成に活かす。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：この半年間での私の進歩 

レポート形式 Ａ４サイズ 1ページ以内（1200字以上） 

実施時期：第１２回の授業後に行うこと。 

提出時期：第１３回授業にて提出すること。提出後、添削指導を行い返却する。添削内容についての質問は、メールや

オフィスアワーにて受け付ける。 

事後学習：レポート作成と添削指導、その後の意見交換で学んだことをまとめておく。 
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１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅡA（2 単位） 

３．科目番号 

GECD1204 

GELA1204 

GELA1304 

GELA2204 

GELA2304 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、「教養」を身に付けるための一環として、①知能分野（文章理解、判断推理、数的推理、資料解
釈）と、②知識分野（政治、経済、社会、地理）の問題を解きながら、その解法や留意点などについて理解を
深め、応用力を高めていく。また、「教養」とは何かを再認識して、それを身に付けることの意義についても考

察する。さらに、問題発見・解決能力や協調性を高めるためのディスカッション、表現力を高めるための発表
やレポート課題なども取り入れ、幅広い意味での教養を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポート課題：期末試験日に「教養を身に付けることの意義について」というテーマで、1000字程度の 

レポートを作成し、提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『無敵の地方公務員、初級、過去問クリア問題集』高橋書店 

【参考書】国語辞典、英和辞典、高校時代に使用した教科書や参考書 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定できたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題発見解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられた

か 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど）20％ 

・理解度（ディスカッション記録、レポート、発表内容、資料等の作成など）20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等）60％ 

・3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。 

・特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、「基本的な勉強法」や「教養を身に付けることの意義」を学んで頂き、自分の将来の目標 

に向かって、自らが積極的に勉強できるようになることを願っている。 

13．オフィスアワー オリエンテーションで連絡 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の進め方、マナーなど） 

就職・資格試験対策（勉強法、最近の傾向など） 

事前学習 自分の将来像について考えてくる。 

事後学習 就きたい職業や必要な資格について調べてくる。 

第２回 知能分野の攻略法、文章理解（現代文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第３回 文章理解（現代文、古文、漢文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第４回 文章理解（英文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第５回 文章理解（国語①～④） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第６回 文章理解（国語⑤～⑧） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第７回 判断推理（集合①） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第８回 判断推理（集合②） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第９回 判断推理（論理①②） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１０回 判断推理（対応関係、出張） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。  

第１１回 判断推理（海釣り、対応関係） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１２回 判断推理（位置、順序、発言） 事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 



伊勢崎キャンパス 

 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１３回 判断推理（試合、油分け算、一筆書き） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１４回 
判断推理（図形、軌跡、サイコロ、裁ち合わせ、回

転体、立体図形） 

事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１５回 判断推理の再確認テスト（第 13～16 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１６回 数的推理（整数、約数） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１７回 数的推理（比、方程式） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１８回 数的推理（年齢算、濃度） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１９回 数的推理（速さ、旅人算、通過算、流水算） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２０回 数的推理の再確認テスト（第 18～21 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２１回 数的推理（仕事算、給排水算） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２２回 数的推理（最短経路、場合の数、組合せ） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２３回 数的推理（確率、図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２４回 数的推理（図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２５回 数的推理の再確認テスト（第 23～26 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２６回 資料解釈 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２７回 資料解釈の再確認テスト（第 29 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２８回 
教養を身に付けることの意義について、ディスカッ

ションと発表（期末試験対策） 

事前学習 教養を身に付ける意義について考えてくる 

事後学習 期末試験でレポートを書けるように準備する。 

課題研究１ 

課題：文章理解（第２～６回の授業）を勉強する上で重要なことについて、具体例を挙げつつ、1000 字程度のレポート

（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施期間：第６回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究２ 

課題：判断推理（第７～10回の授業）を勉強する上で重要なことについて、具体例を挙げつつ、1000字程度のレポート

（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施期間：第 10回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

期末試験 
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１．科目名 (単位数) 教養基礎演習ⅢA（2 単位） 再履修用 

３．科目番号 
GECD2204 

GELA2204 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、「教養」を身に付けるための一環として、知識分野（思想、文学芸術、数学、物理、化学、生物、

地学）の問題を解きながら、その解法や留意点について理解を深めていく。また、問題発見・解決能力と協調性を
高めるためのディスカッション、表現力を高めるための発表やレポート課題なども取り入れ、幅広い意味での教養
を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポート課題：期末試験日に「有能な社会人となるために、大学時代にできることは何か」というテーマで、1000

字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『無敵の地方公務員 初級 過去問クリア問題集』高橋書店 

【参考書】高校時代に使用した教科書や参考書 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定できたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題発見解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか、⑤教養を身に付けることについて、その意義を十

分に理解し、自ら実践することができたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど）20％ 

・理解度（ディスカッション記録、レポート、発表内容、資料等の作成など）20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等）60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合、原則として、単位を認めないこととする。ただし、特別な事情で欠席、

遅刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、「基本的な勉強法」や「教養はなぜ必要なのか」を学んで頂き、自分の将来の目標に向かって、

自らが積極的に勉強できるようになることを願っている。 

13．オフィスアワー オリエンテーションの時に説明 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 思想 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２回 文学芸術  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第３回 数学（1次方程式、２次方程式、等差数列）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第４回 物理（ばね、加速度、エネルギーなど）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第５回 化学（炎色反応、アンモニア、セラミックスなど） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第６回 生物（遺伝、血液型、発生、光合成、神経など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第７回 地学（惑星、電磁波、高気圧と低気圧、大気など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第８回 文章理解の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第９回 資料解釈の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１０回 政治・経済の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１１回 
日本史・世界史・地理・思想・文学芸術の復習と再確認テ

スト  

事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１２回 数学・物理の復習と再確認テスト 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１３回 化学・生物・地学の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 
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課題研究１ 

課題：判断推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙 1枚）

を作成しなさい。 

実施期間：第８回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究２ 

課題：数的推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙 1枚）

を作成しなさい。 

実施期間：第９回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

期末試験 
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１．科目名 (単位数) 教養基礎演習ⅢA（4 単位） 

３．科目番号 
GELA2204 

GECD2204 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、「教養」を身に付けるための一環として、知識分野（思想、文学芸術、数学、物理、化学、生物、

地学）の問題や、SPI の非言語能力問題を解きながら、その解法や留意点について理解を深めていく。また、問題
発見・解決能力と協調性を高めるためのディスカッション、表現力を高めるための発表やレポート課題なども取り
入れ、幅広い意味での教養を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験日に「有能な社会人となるために、大学時代にできることは何か」というテーマで、1000

字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『無敵の地方公務員 初級 過去問クリア問題集』高橋書店 

【参考書】高校時代に使用した教科書や参考書 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定できたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題発見解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか、⑤教養を身に付けることについて、その意義を十

分に理解し、自ら実践することができたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど）20％ 

・理解度（ディスカッション記録、レポート、発表内容、資料等の作成など）20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等）60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合、原則として、単位を認めないこととする。ただし、特別な事情で欠席、

遅刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、「基本的な勉強法」や「教養はなぜ必要なのか」を学んで頂き、自分の将来の目標に向かって、

自らが積極的に勉強できるようになることを願っている。 

13．オフィスアワー オリエンテーションの時に説明 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 思想 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２回 文学芸術  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第３回 数学（1次方程式、２次方程式、等差数列）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第４回 物理（ばね、加速度、エネルギーなど）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第５回 化学（炎色反応、アンモニア、セラミックスなど） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第６回 生物（遺伝、血液型、発生、光合成、神経など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第７回 地学（惑星、電磁波、高気圧と低気圧、大気など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第８回 文章理解の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第９回 資料解釈の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１０回 政治・経済の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１１回 日本史・世界史・地理・思想・文学芸術の再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１２回 数学・物理の復習と再確認テスト 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１３回 化学・生物・地学の復習と再確認テスト 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 
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第１４回 国語の関連問題（漢字の読み書き） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１５回 国語の関連問題（四字熟語 慣用句） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１６回 英語の関連問題（英文読解） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１７回 数学の関連問題（整数・比・図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１８回 数学の関連問題（場合の数、組み合わせ、確率） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１９回 政治の関連問題（基本的人権、自由権、社会権、国会など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２０回 経済の関連問題（需要と供給、景気、経済学説など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２１回 日本史の関連問題（鎌倉・室町・江戸・明治・昭和など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２２回 世界史の関連問題（絶対王政、市民革命、世界大戦など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２３回 地理の関連問題（気候、土壌、農業、鉱業、地図など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２４回 物理の関連問題（バネ、加速度、運動） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２５回 化学の関連問題（物資の状態変化、コロイドなど） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２６回 生物の関連問題（遺伝、循環系、脳神経系など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２７回 地学の関連問題（気圧、天気、大気など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２８回 期末試験対策（ディスカッション・発表） 
事前学習 

有能な社会人に必要なことについて考えてく

る。 

事後学習 期末試験でレポートを書けるように準備する。 

課題研究

１ 

課題：判断推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙 1枚）

を作成しなさい。 

実施期間：第８回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究

２ 

課題：数的推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙 1枚）

を作成しなさい。 

実施期間：第９回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 暮らしと経済 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1118 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッ

ション（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）

を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
関連する科目として、開発経済論などがある。 

７．講義概要 

日常、テレビや新聞で見聞きする、我々の身近な生活を取り巻く経済問題を、経済学的な観点から考察す

る。またそれらの経済問題を題材にして、経済学的なものの考え方を身につける。経済問題や経済学とい

うと何かとっつきにくく、縁遠い感覚を覚えるかもしれないが、実際には、意外とシンプルで、いったん身

につけてしまうと、今後の社会生活を営んで行く中でも非常に便利なツールとなることがわかる。この講

義を通じて、その生きていく上で有効なツールとしての経済学的な考え方が自然と身につくことを目指す。

また、これまでなんとなく気になっていたにも関わらず未理解だった経済問題に整理をつけていくことを

目指す。今回は日本経済を中心に学習する。 

８．学習目標 

１．現在、日本経済でどのようなことが起こり、問題になっているかを認識する。 

２．現在の日本を取り巻く経済問題を経済学の枠組みでとらえ直す。 

３．経済学（ミクロ経済学、マクロ経済学）の基本的な考え方を身につける。 

４．数式やグラフを通じて物事を整理するという習慣を身につける。 

５．今後、日本や世界で展開する経済問題に関心がもてるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

13 回の講義のうち、2 回、暮らしと経済（日本経済）に関わる課題を課す。 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 
小峰隆夫・村田啓子著『最新日本経済入門［第 5版］』日本評論社、2016。 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・社会人として生きていく中で、あるいは社会福祉施設や一般企業で働く場合でも、経済、特にわが国の経
済がどういう状況にあるのかを理解していることは、とても重要です。個人の幸福追求にあたっても、施
設経営の成功のためにも。「暮らしと経済」を学ぶ意味はそこにあります。 

・この授業では、ミクロ経済学・マクロ経済学の基本的な考え方の上に立って、重要で身近な経済学的な論
点、特に学生諸君の日常あるいは将来に関わるものについて学習し、自分なりに経済を読み理解する力を
身に付けていただきます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス、日本経済と経済の基本 
事前学習 

シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじめ理
解しておく。 

事後学習 日本経済の概況は把握できたか確認する。 

第２回 日本経済の全体像 
事前学習 

第 1 章日本経済の全体像を読み、日本経済の現状について
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 GDP等の意味とそれはどう計算するか確認する。 

第３回 戦後日本の経済成長 
事前学習 

第 2 章戦後日本の経済成長を読み、高度成長の要因とマイ
ナス面についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 日本の高度成長の特徴を整理する。 

第４回 景気循環の姿とそのとらえ方 
事前学習 

第 3 章景気循環の姿とそのとらえ方を読み、景気循環の意
味についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 景気の変動を表す諸指標を整理する。 

第５回 雇用の変動と日本型雇用慣行の行方 

事前学習 
第 4 章雇用の変動と日本型雇用慣行の行方を読み、自分の
将来の雇用の姿についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 

自分の将来に関連付けて、わが国の雇用慣行がどのように
変化するのか、整理する。 
課題研究 1 で与えられた課題について、レポートを作成す
る。 

第６回 産業構造の変化と日本型企業経営の行方 
事前学習 

第 5 章産業構造の変化と日本型企業経営の行方を読み、日
本型企業経営の内容についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
日本型経営がどのように変化していくのか、整理する。 
課題研究 1のレポートを提出する。 

第７回 物価の変動とデフレ問題 
事前学習 

第 6 章物価の変動とデフレ問題を読み、デフレとは何かに
ついてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
今の日本が置かれているデフレの状況を整理する。 
課題研究 1 のレポートに関する質疑応答などに参加する 

第８回 貿易と国際収支の姿 
事前学習 

第 7 章貿易と国際収支の姿を読み、わが国の貿易の状況に
ついてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 今後の日本の貿易がどのように変化するのか整理する。 



 

 

第９回 円レートの変動と日本経済 
事前学習 

第 8 章円レートの変動と日本経済を読み、円レートの変動
状況についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
円レートの変動が自分の生活にどのような影響を与えてい
るのか整理する。 

第１０回 グローバル化の中の日本経済： 直接投資 

事前学習 
第 9 章グローバル化の中の日本経済を読み、グローバル化
の状況についてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
身近なグローバル化のメリット・デメリットについて整理
する。与えられた課題について、レポートを作成して提出
する。 

第１１回 財政をめぐる諸問題 

事前学習 
第 10章財政をめぐる諸問題を読み、わが国の財政状況につ
いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
日本の財政状況と自分が将来進む道との関連について整理
する。 
課題研究 2 のレポートをまとめる。 

第１２回 経済の鍵を握る金融 

事前学習 
第 11章経済の鍵を握る金融を読み、金融機能の重要性につ
いてあらかじめ理解しておく。 

事後学習 
現在の金融情勢が続くと、自分の生活にどういう影響があ
るのか整理する。 
課題研究 2 のレポートを提出する。 

第１３回 少子高齢化と日本経済 

事前学習 
第 13 章少子高齢化と社会保障および第 14 章人口構造の変
化と日本経済を読み、日本社会の変化の状況についてあら
かじめ理解しておく。 

事後学習 
少子高齢化・人口構造の変化が与える影響を理解し、自分
の将来に与える影響を整理する。 
課題研究 2 のレポートに関する質疑応答などに参加する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 5 回までの授業内容をふまえて、日本の雇用環境の変化について、自分の考えをまとめ

て、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 5 回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 6 回目の授業終了時に提出する。 

 第 7 回目授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問が

ある場合には、その後も随時受け付けて、研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 11 回までの授業内容と授業で視聴したビデオの内容をふまえて、日本の外国人労働者に

ついて考察し、課題レポートとしてまとめて提出する。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期： 第 11 回目の授業後に課題を配布する。 

提出期限： 第 12 回目の授業終了時に提出する。 

 第 13 回目授業後、教室で添削指導・質疑応答・意見交換を行う。添削内容等について引き続き質問が

ある場合には、その後も研究室にて直接指導・助言する。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換や教員の指導・助言を受けて、学んだことを復習し、期

末試験に備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
経営学入門 （2単位） 

３．科目番号 GELA1352 

２．授業担当教員 岡田 高明 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

社会福祉経営論、福祉と経営Ⅰ並びに会計学入門との併修が望ましい。また経営福祉専攻以外の者に対して

は、福祉事業所運営管理論、福祉事業所経営管理論を学ぶ前に履修しておくことをお薦めする。 

７．講義概要 

数社の経営実態に関する話のケーススタディーを通じて学ぶことによって、現実に起きている経営課題につ

いて考える。多くの経営課題は、経営学の理論を当てはめることによって解決できるが、教科書通りに問題

が起きることはめったにないので、経営の現場では、そこで何が起きているのかを見極める力が必要になる。

ケーススタディーは理論的に正しいか、ということよりも、そこで何が起きていたのか、を見極める力を身

に着ける方法論であると考えるべきであろう。この講義では、経営学を理論的に学ぶ前に、まず経営の現場

からモノを考える習慣をつけることに主眼を置き、議論を深めていく。 

８．学習目標 

１．経営学に関心を持てるようになる。 

２．ケーススタディーを通じて、何が問題となっているのかを発見できるようになる。 

３．ケーススタディーを通じて、問題となっている課題の解決策を考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは課さない。授業内で長期休暇中の課題レポートを提示する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

土方千代子・西川昌祐・小川亮『今日から使える！経営学がよくわかる本』秀和システム、2019。 

【参考書】 

坂本光司『日本でいちばん大切にしたい会社』あさ出版、2008。 

北海学園大学経営学部編『ナビゲート経営学』同文館出版 

百田義治『経営学基礎』中央経済社、2011。 

経営能力開発センター編『経営学検定試験公式テキスト１ 経営学の基本』中央経済社、2015。 

ほか、授業内で適宜指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．何が経営課題であるということに気付けているか。 

２．発見した経営課題は何が問題であるかを考えることができるか。 

３．発見した問題の解決策を考えることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経営学は、私たちの生活に不可欠な製品やサービスを供給する企業の組織や運営管理の方法などを学ぶ学問

ですが、経営学の守備範囲は企業経営に関する事柄に留まらず、人の集まりであるグループの中で、ひとり

ひとりのメンバーが、どのような役割を演じ、どのような行動をすることがグループの目標達成を実現し、

より高いパフォーマンスを得られるか、さらには、グループ内で他の人々とどのように付き合えば、グルー

プの結束を強められるかなど、現代社会に生きる私たちにとって、より豊かで楽しく人間らしい社会生活を

するために必要となる一般教養知識でもあります。受講生の皆さんが、本講座の履修を通じて、将来の生活

がより充実したものになれば幸いです。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・授業の進め方を説明する 
事前学習 教科書を必ず購入してから授業に参加する。 

事後学習 授業の進め方を確認する。 

第２回 Chapter 1 経営学を知ると世の中がわかる 
事前学習 教科書の pp12〜26を読んでくる。 

事後学習 経営学の広範な適用分野を理解しておく。 

第３回 Chapter 2経営課題を解決して持続的に成長 
事前学習 教科書の pp28〜42を読んでくる。 

事後学習 4つの企業経営の課題を整理しておく。 

第４回 Chapter 3 戦略策定から戦術に落として実行する 
事前学習 教科書の pp44〜58を読んでくる。 

事後学習 経営戦略と中期計画の関係を整理しておく。 

第５回 Chapter 4 経営を実行する企業とは 

事前学習 教科書の pp60〜74を読んでくる。 

事後学習 
会社の形態やコーポレートガバナンスの意

義を整理しておく。 

第６回 Chapter 5 中小企業の経営戦略 

事前学習 教科書の pp76〜90を読んでくる。 

事後学習 
中小企業にとっての経営戦略の位置付けを

整理しておく。 

  



 

 

第７回 Chapter 6 会計で会社の状況を判断する 

事前学習 教科書の pp92〜106を読んでくる。 

事後学習 
財務諸表の働きと経営分析における財務デ

ータの重要性を整理しておく。 

第８回 Chapter 7 マーケティングは進化する 

事前学習 教科書の pp108〜122を読んでくる。 

事後学習 
マーケティングの機能を整理し、福祉活動へ

の応用展開を考察する。 

第９回 Chapter 8 生産をマネジメントする 

事前学習 教科書の pp124〜138を読んでくる。 

事後学習 
品質管理のノウハウが将来の企業活動にど

のように役立つか考察する。 

第１０回 Chapter 9 組織と人をマネジメントする 

事前学習 教科書の pp140〜154を読んでくる。 

事後学習 
人事制度と組織のパフォーマンスの関係を

整理する 

第１１回 Chapter 11 ものの流れをマネジメント 

事前学習 教科書の pp172〜186を読んでくる。 

事後学習 
ロジスティックスと物流の役割を整理して

おく。 

第１２回 Chapter 12 IoTでマネジメントが変わる 

事前学習 教科書の pp188〜202を読んでくる。 

事後学習 
テクノロジーが企業経営をどのように変化

させているかを整理しておく。 

第１3回 Chapter 13 成果を上げさせるマネジメント 

事前学習 教科書の pp204〜218を読んでくる。 

事後学習 
組織の能力を最大限に発揮させるための

色々な考え方について整理しておく。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書 pp156〜170（Chapter 10「あたらしい『売り』を作る」）を読み、私たちの身の回りで、ど

のような企業がどのようなＲ&Dを行っており、それには、どのようなメリット・デメリットがある

のかをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：「事例研究－経営コンサルティング演習：授業中に配布する事例の記載されたペーパー（例えば、日本理化

学工業のケースなど）に基づき、事例にある企業の戦略を評価し、新たな戦略を考えるケーススタディを

実施する」 

実施時期：第 8回の授業以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：教科書の pp220〜244（Chapter 14「現在の戦略を評価し、新たな戦略を考える」）を熟読しておく。 

事後学習：事例研究で議論した内容を整理する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営学（非営利組織の経営含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1119 

２．授業担当教員 美藤 信也 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、企業の活動における基礎的な諸概念、経営学用語、原理などの初歩を体系的に学ぶことによ

って、経営学の基本を身につけることを目的としている。そのために、経営学の学問的な性質、企業・経営

の概念、経営管理、企業経営の内容、現代の経営学の役割など、各理論の概要の初歩を説明する。講義が抽

象的にならないように、なるべく具体例を用いながら講義を進め、理論と実例の両側面から説明を展開して

いく。また、グループワークやグループディスカッションを通じて、受講者の主体的な参加によって、理解

向上をはかる。 

８．学習目標 

1. 企業経営に関する基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 

2. 経営各分野について基礎的知識を習得し、専門科目履修時の理解力を向上させる。 

3. 現代企業や団体の経営課題を把握し、課題解決の取り組み方法を選択できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

1000字程度のレポートを課す予定。 
詳細については授業内で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

土方千代子，椎野裕美子『ポケット図解 経営学がよくわかる本』秀和システム。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
経営学のコア的科目であるので、深く学習されることを望みます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 企業システム 
事前学習 企業システムの項を読み、内容をまとめる。 

事後学習 企業活動（調達・生産・業務等）をまとめる。 

第２回 企業と経営 
事前学習 企業と経営の項を読み、要点を文書化する。 

事後学習 企業の活性化と利潤最大化について調べる。 

第３回 企業・会社に概念と形態 
事前学習 企業・会社の項を読みその内容をまとめる。 

事後学習 概念と形態についてまとめて文書化する。 

第４回 経営戦略の体系と理論 
事前学習 戦略の体系と理論についてまとめる。 

事後学習 経営戦略の方法論について考えをまとめる。 

第５回 全社戦略と事業戦略 
事前学習 企業・製品・事業・産業の関係を調べる。 

事後学習 企業戦略の本質・競争優位について理解する。 

第６回 機能別戦略 
事前学習 組織・人事、マーケティング等でまとめる。 

事後学習 生産・研究開発戦略を調べる。 

第７回 経営組織 
事前学習 伝統的組織論についてまとめる。 

事後学習 分業と協業の体系についてまとめる。 

第８回 組織の形態 
事前学習 ライン組織を調べる。 

事後学習 ファンクショナル組織についてまとめる。 

第９回 組織の制度 
事前学習 人事の機能と原理について内容をまとめる。 

事後学習 組織管理モデルを調べる。 

第１０回 経営管理の基礎理論 
事前学習 管理課程論について調べる。 

事後学習 人間関係論についてまとめる。 

第１１回 経営管理の管理機能 
事前学習 動機づけ理論についてまとめる。 

事後学習 統合の哲学について考察する。 

第１２回 リーダーシップ 
事前学習 経営と管理について理解する。 

事後学習 経営機能と管理機能についてまとめる。 

第１３回 経営課題（M&S，グローバリゼーション，情報化） 
事前学習 買収防衛策について考察する。 

事後学習 経営の国際化について理解する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 3 回の講義内容を踏まえ、「企業活動と企業形態」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期: 第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回授業終了後に教室で行う。 

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

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



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7 回～第 9 回の講義内容を踏まえ、「企業経営と組織」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期: 第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
経営戦略論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3117 

２．授業担当教員 美藤 信也 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答、などを併用し、期末に試験を行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営管理論」や「マーケティング論」も履修することが望ましい 

７．講義概要 

IT 化の進展によって、現在の経営はより高度化し、流動的になっている。そのような状況を考えると、企業

の経営戦略について、包括的・体系的に学ぶ意義は大きい。企業経営では、経営の再評価の継続が求められ

るが、その際の経営方針決定の連続が経営戦略といえる。本講義においては、既存あるいは潜在的な競合他

社との経営戦略について、製品戦略の要素、経営戦略の基本、成長戦略（M＆A、多角化）、競争戦略の視点

から学習する。なお、履修者は日々の会社経営について関心を持ちながら受講することが望ましい。 

８．学習目標 

１、企業を取り巻く経営環境を把握する。 

２、経営戦略（ミッション、ドメイン、環境分析）、成長戦略（成長ベクトル、ポートフォリオマネジメント、

成長戦略の展開）、競争戦略について学習する。 

３、戦略を実行し、結果を評価する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

次の授業で学ぶ内容の予習と各授業で学んだ内容の復習をしっかり行ってください。レポート課題は、授業

内で告知及び説明します。 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書は、使用しません。 

必要に応じ、プリント及び資料を配布します。参考書は、講義の際に紹介します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業を取り巻く経営環境、環境への適合方法について学び、説明できる。 

２．経営戦略を実行するのに最適な経営組織と戦略を実行しその結果評価について、自分の考えをレポート

などにまとめて発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加    ３０％ 

２ 課題中間レポート     ３０％ 

３ 期末試験・レポート課題  ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日本経済新聞を主とする新聞及びニュース等で取り扱われる経営戦略に関する記事をできる限り読み、現在

のトピックスや現実の動きに注視してください。 

13．オフィスアワー 授業内で通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス（①本講義の進め方・評価の仕方, ②経営戦

略論で何を学ぶか。） 

事前学習 授業用のノートやファイルを準備しておく 

事後学習 経営戦略論で学ぶ全体像を把握する 

第２回 経営戦略の概念と意義 
事前学習 経営戦略の概念を調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第３回 経営戦略の基盤（ドメインの決定と次元） 
事前学習 ドメインとは何かを調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第４回 経営戦略の策定とプロセス 
事前学習 経営戦略のプロセスを調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第５回 環境分析（業界分析,顧客分析等） 
事前学習 外部環境の意味を調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第６回 全社戦略①（製品－市場マトリックス等） 
事前学習 多角化について調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第７回 全社戦略②（製品ポートフォリオマネジメント等） 
事前学習 新製品について調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第８回 競争戦略①（３つの基本戦略等） 
事前学習 差別化について調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第９回 競争戦略②（業界の構造分析と競争優位等） 
事前学習 競争優位の源泉について調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第１０回 マーケティング戦略①（マーケティング・ミックス等） 
事前学習 マーケティング・ミックスについて調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１１回 マーケティング戦略②（競争地位別の戦略等） 
事前学習 競争地位とは何かについて調べる 

事後学習 プリントを読み返し、授業のまとめをする 

第１２回 経営戦略と組織（組織変革や提携の形態等） 
事前学習 経営と組織の関係について調べる 

事後学習 プリントを復習し、授業内容を整理する 

第１３回 全体のまとめ 
事前学習 今までの授業の内容を確認する 

事後学習 プリントの総復習をする 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 5 回の講義内容を踏まえ、「経営戦略の構築と視点」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期: 第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回授業終了後に教室で行う。 

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

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



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 6 回～第 9 回の講義内容を踏まえ、「経営戦略の展開と事例」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期: 第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経済学（国際経済を含む） （2単位） 

３．科目番号 
GELA2318 

GELA2339 
２．授業担当教員 佐々木 貴雄 

４．授業形態 講義、学生による発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、経済が動く仕組みがよく理解できるように、必要とされる経済学（国際経済を含む）の基礎

知識を体系的に得ることを目的のひとつとする。 

さらに、そうした基礎知識を「生きた知識」として活用させ、世界や日本国内で起こっている各種の経

済問題やそこで活躍する企業や政府などについて理解することによって、分析するツールとして利用でき

るようになることが最終的な目的となる。 

８．学習目標 

1. 経済現象の背後に貫徹する法則を説明できるようになる。 

2. 財政金融関係の基礎知識について学び、説明できるようになる。 

3. 国際経済・日本経済の歴史について、自らの意見をレポートにまとめ発表することができるようにな

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

経済学の基礎知識を教科書から学ぶ方法として、受講者には個人又はグループ単位で教科書の担当部分
をまとめて、授業中に発表することを求めるので、その準備が必要となる。また、授業参加のためには発表
者以外の者についてもテキストを予め熟読しておくことが求められる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
関谷喜三郎・安田武彦・大木良子（2014）『はじめて学ぶ経済学』慶応義塾大学出版会 

【参考書】 
二本杉剛・中野浩司・大谷咲太 著/齊藤愼 監修（2013）『プレステップ経済学 経済実験で学ぶ』弘文堂 
井堀利宏(2016)『(図解)大学 4年間の経済学が 10時間でざっと学べる』KADOKAWA 

井堀利宏(2017)『コンパクト経済学 第 2版』新世社。 
井堀利宏(2016)『入門経済学 第 3版』新世社。 
その他、経済学の入門書は数多く出版されている。書店等で実際に手に取り、自分に合うものを選んで欲し

い。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・経済現象や財政金融関係の基礎知識、企業経済・労働経済について学び、説明できるようになる。 

・世界経済や日本経済の歴史や現状について、自らの考えをレポート等にまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

授業態度および積極的参加度（授業への取り組み・発言）等   20% 

小テスト・発表  30％ 

期末試験・レポート  50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経済は常に動いている。受講者は、日ごろから経済関係の新聞記事や雑誌に目を通し、関心のある経済ニュ
ースなどについて、その意味を自分でよく考えておくこと。ただ話を聞くだけでなく、自ら問いかける姿勢
が必要である。受講生の高い問題意識と、積極的な参加を期待する。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション 

第 1章  市場とは何か 

事前学習 テキストを用意しておくこと。 

事後学習 機会費用について理解しておくこと。 

第２回 第 2章  需要を考える 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 需要曲線について理解しておくこと。 

第３回 第 3章  供給を考える 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 供給曲線について理解しておくこと。 

第４回 第 4章  市場における価格の役割 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 余剰について理解しておくこと。 

第５回 第 5章  市場の現実 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 独占・寡占について理解しておくこと。 

第６回 第 6章  市場の失敗 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 
公共財と外部効果について理解しておくこ

と。 

第７回 第 7章  情報の経済学 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 
逆選択とモラルハザードについて理解して

おくこと。 

第８回 第 8章  経済循環とマクロ経済 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 
経済循環と国内総生産について理解してお

くこと。 



 

 

第９回 第 10章  国内総生産はなぜ変動するのか 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 総需要について理解しておくこと。 

第１０回 第 12章  経済活動と金融 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 金融の役割について理解しておくこと。 

第１１回 第 13章  経済政策の効果 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 
政府の経済政策について理解しておくこ

と。 

第１２回 第 14章  グローバル経済を考える 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 為替レートについて理解しておくこと。 

第１３回 第 15章  現代経済の課題 
事前学習 これまでの配布資料を熟読しておくこと 

事後学習 経済の課題について理解しておくこと 

課題研究

１ 

第９章を読み、近年の名目ＧＤＰと実質ＧＤＰの傾向について調べ、その背景を検討しなさい。 

実施時期：第７回授業にて出題する。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第８回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

課題研究

２ 

第 11章を読み、近年の為替レート（特に円・米ドル）の傾向について調べ、その背景を検討しなさい。 

実施時期：第８回授業にて出題する。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第９回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 
GEHL1301 

JNGL2103 
２．授業担当教員 山内 健次 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート：健康であるために今後どのようなスポーツ、運動を実践していきたいか 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】使用しません（授業内で配布したプリントを使用します） 

【参考書】神戸大学大学院人間発達環境学研究科健康科学研究会編「基礎としての健康科学」大修館書店 

     茨城大学健康スポーツ教育専門部会編「健康スポーツの科学」大修館書店 

     出村慎一 監修「健康・スポーツ科学講義」杏林書院 

     黒川隆志 他「健康スポーツ科学」技法堂出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代社会における健康に対しての問題点をしっかり理解し、自分自身の健康増進に役立てましょう。 

13．オフィスアワー 授業内でお知らせいたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（受講にあたっての服装や態度

と注意点、授業内容の確認、成績評価方法） 

現代社会と健康①（平均寿命と健康寿命 

少子化 老年化指数 

事前学習 日本の 2019年度国民医療費について調べてくる。 

事後学習 他の国の老年化指数を調べてみる。 

第２回 
現代社会と健康②（日本人の死亡原因 子

どもの死亡原因 

事前学習 近年の日本人の死亡三大要因について調べてくる。 

事後学習 
30 代、40 代、それ以上の成人の死亡原因は何か調べてみ

る。 

第３回 

現代社会と健康③（（健康に対する定義 病

気の一次予防・二次予防・三次予防 健康を

作る社会づくり 国民健康づくり対策 ） 

事前学習 健康とは何かについて考えてくる。 

事後学習 健康の維持増進のために自分にできることを実践する。 

第４回 からだと栄養 
事前学習 

自分自身の体脂肪量を確認してくる。自分の一日の消費カ

ロリー量を考えてくる。 

事後学習 食品に含まれる栄養素をまとめる。 

第５回 生活習慣と健康① 食事バランスガイド 
事前学習 身近な食品のカロリー量を調べる。 

事後学習 自身の食事の摂り方について見直す。 

第６回 
生活習慣と健康② 健康づくりのための身

体活動基準 2013 健康づくりのための睡眠

事前学習 自分の一日の身体活動を書き留めておく。 

事後学習 身体活動量が増す生活を実践する。 



 

 

指針 2014）） 

第７回 
生活習慣と健康③ 飲酒・喫煙がからだに

及ぼす影響 

事前学習 日本人の喫煙率を調べてくる。 

事後学習 
飲酒・喫煙以外の嗜好品によって、健康を害するものがあ

るのか調べてみる。 

第８回 
メタボリック症候群と生活習慣病① 高血

圧 脂質異常症 

事前学習 
生活習慣病を予防するには、どのように生活を送ればよい

のか考えてくる。 

事後学習 
生活習慣病を予防するために、自分で実践できることを決

める。 

第９回 
メタボリック症候群と生活習慣病② 心疾

患 脳血管疾患 

事前学習 生活習慣病の罹患率を調べてくる。 

事後学習 自分の生活習慣で修正する点をまとめる。 

第１０回 

メタボリック症候群と生活習慣病③ 糖尿

病 生活慣病と運動の関係 健康診断書の

数値の読み方） 

事前学習 自分自身の健康診断結果について確認してくる。 

事後学習 何か生涯スポーツとして活動できるものを考える。 

第１１回 

体力の科学①（生活変化に伴う体力の衰え

体力の定義 体力の分類 発育と発達 子

どもの体力） 

事前学習 自分自身の体力測定結果を確認してくる。 

事後学習 子どもの発育発達に応じた運動をまとめる。 

第１２回 
体力の科学②（青年期 壮年期 高齢者の

体力 ロコモティブシンドローム） 

事前学習 高齢者が日常生活を送る上での、問題点を考えてくる。 

事後学習 高齢者に優しい社会づくりを実践する。 

第１３回 

救急手当（心肺蘇生法 気道内異物除去）と

応急手当（創裂刺傷 骨折・捻挫の固定法 

熱傷 鼻血等）の実際 

事前学習 これまで習ってきた心肺蘇生法について復習してくる。 

事後学習 傷の手当てや熱傷の手当てなどを復習する。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する 

授業内容：「身体（からだ）のしくみ①（骨＝頭部・体幹・上肢・下肢 関節 歯）」 

実施時期：日程は未定のため、授業開始後に授業内で周知する。 

事前学習：おおまかなからだの名称と役割を調べておく。 

事後学習：学習した骨の名称を自分のからだで確認する。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する 

授業内容：「身体（からだ）のしくみを知る②（筋肉の種類と構造 神経系の分類 自律神経系のはたらき ストレスと

自律神経 ストレスの対処法）」 

実施時期：日程は未定のため、授業開始後に授業内で周知する。 

事前学習：自分自身のストレッサーは何があるか考えてくる。 

事後学習：学習したストレス対処法を実践してみる。 

期末試験 
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１．科目名（単位

数） 
健康・スポーツ （2単位） 

３．科目番号 

GEHL1301 

GEHL1112 

GEHL1101 ２．授業担当教員 飯田 昌男 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付け

るため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1,現代社会におけるスポーツの必要性について私見をまとめる。 

   2,これからの私と運動（スポーツ） 

    （1,2,のどちらかを800字以内で、書式及び提出については授業内にて説明する） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．実技中心の授業のため、それにふさわしい服装（髪型、靴、爪等も含む）で参加してください。体育館シ

ューズも用意してください。 

2．欠席は学則に則り 3 回までです。出席を取っている間の入室は出席とし、それ以降の入室は欠席としま

す。 

 ただし、授業は受けられます。理由は、時間を守ることはとても重要であると考えています。また、ケガ

防止のため準備運動をしていただくためです。また、無断で早退した場合は欠席とします。 

3．自ら進んで授業に取り組み、スポーツの楽しさを大いに味わってください。 

4．わからないことや疑問に思ったことは、その場で質問・意見をしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、体育概論①（運動の勧め） 
事前学習 軽く運動をしておく。 

事後学習 配布した資料に振り返りを記録する。 

第２回 ジョギング、ストレッチ実践論、フライングディスク 
事前学習 実技に入るので軽く運動しておく。 

事後学習 ストレッチを復習する。 

第３回 

団体競技（フライングディスク） 

 基本（キャッチの仕方、投げ方）の学習 

 アルティメットのルール、練習試合 

事前学習 「アルティメット」のルールを調べておく。 

事後学習 
試合の振り返りをまとめる。 

第４回 
団体競技（フライングディスク） 

 アルティメットのリーグ戦 

事前学習 ルールを調べて確認する。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第５回 

個人競技（バドミントン） 

 基本（サーブレシーブ、ストローク）の学習 

 シングルスのルール、練習試合 

事前学習 ルールを確認する。 

事後学習 
試合の振り返りをまとめる。 

第６回 
個人競技（バドミントン） 

 シングルスのリーグ戦 

事前学習 ルールを調べて確認する。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 



 

 

第７回 
団体競技（ソフトバレーボール） 

 基本（サーブレシーブ、パス）の学習、練習試合 

事前学習 ルールを調べてくる。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第８回 
団体競技（ソフトバレーボール 

 基本（サーブレシーブ、パス）の学習、リーグ戦 

事前学習 ルールを調べて確認する。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第９回 
団体競技（ソフトバレーボール 

 基本（サーブレシーブ、パス）の学習、リーグ戦 

事前学習 ルールを確認する。 

事後学習 試合の振り返りをまとめる。 

第１０回 体育概論②（体力について） 
事前学習 「体力の分類」を調べてくる。 

事後学習 「体力の分類」をまとめる。 

第１１回 体育概論③（身体の骨格や筋肉について） 
事前学習 骨格や筋肉の名前を調べてくる。 

事後学習 骨格や筋肉の名前を覚える。 

第１２回 体育概論④（各種トレーニングについて） 
事前学習 トレーニングの種類や内容を調べてくる。 

事後学習 トレーニングの種類をまとめる。 

第１３回 まとめ 

事前学習 今までの種目や振り返りを読んでくる。 

事後学習 
今後の自分への課題を見つけ、健康な生活を

送れるように考えをまとめ実践すること。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する 

授業内容：「バスケットボール」基本（ドリブル、パス、シュート）の学習 

実施時期：第 6回以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：ルールを調べておく、ストレッチをしておくこと。 

事後学習：ルールを確認し、振り返りをまとめること。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する 

授業内容：「バスケットボール」基本の学習、ゲームの学習 

実施時期：第 6回以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：ルールを調べておく、ストレッチをしておくこと。 

事後学習：ルールを確認し、振り返りをまとめること。 
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１．科目名（単位数） 健康相談活動の理論と方法 （2単位） 

３．科目番号 EDHE3304 

２．授業担当教員 八重樫 節子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

児童生徒の心身の健康問題の複雑化、多様化に伴い、学校におけるカウンセリングの機能の充実が急
務となっている。その中でも養護教諭は、児童生徒の身体的不調の背景に、いじめ等の心の健康が係わ
っていること等のサインにいち早く気づく立場にあるとされ、その専門性をいかした心と体、両面への
対応に対する期待は年々高まっている。 

本講義では、養護教諭の専門性を最大限に発揮した統合的アプローチとも言える「健康相談活動」の

基本的理論について習得する。また、保健室来室場面を想定した事例検討やロール・プレイを通して、

児童生徒が抱える様々な問題に対応するための実践力を向上させる。 

８．学習目標 

１） 保健室における健康相談活動のプロセスを理解し、説明できるようになる。 
２） 健康相談活動の遂行に必要な基本的知識と技術を身につけ、応用することができるようになる。 
３） 保護者・学級担任・専門機関の専門職との連携の方法を理解し、説明できるようになる。 
４） 集団を対象にした心の健康教育について実践することができるようになる。 

５） 専門職としての研修の在り方を習得できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

・授業毎に、講義内容についての感想、まとめに関する小レポートを出題する。 

・最終課題レポート：「健康相談活動の進め方」について、自らの考えを記述する。（800字程度） 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 

森田光子『養護教諭の健康相談ハンドブック』東山書房。 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

１）保健室における健康相談活動のプロセスを理解し、説明できるようになったか。 

２）健康相談活動の遂行に必要な基本的知識と技術を身につけ、応用することができるようになったか。 

３）保護者・学級担任・専門機関の専門職との連携の方法を理解し、説明できるようになったか。 

４）集団を対象にした心の健康教育について実践することができるようになったか。 

５）専門職としての研修の在り方を習得できるようになったか。 

○評定の方法 

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

加（同 30％）、最終課題レポート （同 40%） の結果から総合的に判断する。また、本学の規定に定め

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

12．受講生への 

メッセージ 

健康相談活動は学際的な分野であるため、広く高度な専門的力量が求められています。難しい側面も

ありますが、養護教諭だからこそできる独自性の強い活動でもあります。様々な訴えを持って保健室を

訪れる子どもたちに対して、養護教諭としてどのような支援が可能であるのか、そのためにはどのよう

な知識や技術が必要なのか、具体的なイメージを持ちながら受講してほしいと思います。子どもたちの

もつ健康課題の解決に向けて、その力を発揮できる養護教諭を目指して、一緒に学んでいきましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

Ⅰ 健康相談活動の基本的な考え方 

①健康相談活動の定義 

・養護教諭に期待されていることとは？ 

事前学習 
養護教育学での既習事項に目を通し、健康相談活動

の概要を復習しておく。 

事後学習 健康相談活動の概念を整理し、まとめる。 

第２回 
②児童生徒のメンタルヘルスの現状と課題 

・保健室利用状況に関する調査から  

事前学習 
事前に配布する保健室利用状況調査の結果を熟読

し、自分の考えをまとめてファイリングしておく。 

事後学習 
児童生徒の保健室利用状況に関するディスカッショ

ンを総括し、自分の考えをまとめる。 

第３回 

③健康相談活動プロセスと基本的留意事項 

・養護教諭の職務の特質、保健室の機能 

・養護教諭に求められる役割 

・医学的要因と心理社会的要因の見立て 

事前学習 

教科書の健康相談活動のプロセス（p.11）、見立てに

関連する事項 (pp.27～33)を熟読し、考えをまとめ

ておく。 

事後学習 
養護教諭の職務の特質や保健室の機能を生かした健

康相談活動の進め方についてまとめる。 

第４回 

④健康相談活動に活かす心理学的諸技法 

・基本的な相談技術と留意点 

・傾聴的応答の基本 

事前学習 
教科書のカウンセリングの技法に関する事項（pp.86

～88）を熟読し、予習を行う。 

事後学習 
傾聴的応答の基本事項を整理し、ポイントをまとめ

る。 

第５回 

⑤養護教諭と連携 

・プロセスに応じて変化する役割（事例を通して） 

傾聴的応答のロール・プレイ 

事前学習 
教科書のカウンセリングの技法に関する事項（pp.86

～88）を熟読し、予習を行う。 

事後学習 

傾聴的応答のロール・プレイを振り返り、自分の聴

き方の良い点、改善点をまとめファイリングしてお

く。 

第６回 

Ⅱ 健康相談活動を想定したロール・プレイ 

①教科書の事例をもとにしたロール・プレイ（救

急処置場面での傾聴応答） 

事前学習 

ロール・プレイの題材となる教科書の事例（p.11）

を熟読し、養護教諭の対応についての理解を深めて

おく。 



 

 

 

事後学習 

ロール・プレイの内容を振り返り、救急処置や保健

指導の場面での傾聴的応答のあり方について整理す

る。 

第７回 

②心理的ストレスから体調不良を訴える 

 児童の事例（友人関係）生徒の事例（受験スト

レスの事例） 

事前学習 
これまでの学習内容を振り返り、健康相談活動のプ

ロセスを確認しておく。 

事後学習 

養護教諭役の対応について評価し、その対応のポイ

ントや改善点等についてまとめファイリングしてお

く。 

第８回 

Ⅲ 健康相談活動の事例検討 

①体調不良を訴えて、登校を渋りはじめた 

児童の事例（保健室登校） 

事前学習 
保健室登校児童生徒への対応のあり方について調

べ、自分の考えをまとめておく 

事後学習 

養護教諭役の対応について評価し、その対応のポイ

ントや改善点等についてまとめファイリングしてお

く。 

第９回 
②心理的ストレスが、身体症状に発展した 

生徒の事例（過呼吸発作の事例） 

事前学習 
過呼吸発作の救急処置について調べ、その対応のあ

り方について自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

事例に関するディスカッションを総括し、その対応

の在り方について自分の考えをまとめファイリング

しておく。 

第１０回 
③精神疾患が疑われる生徒の事例 

（自傷行為） 

事前学習 
自傷行為の医学的背景について調べ、自分の考えを

まとめておく 

事後学習 

事例に関するディスカッションを総括し、その対応

の在り方について、自分の考えをまとめファイリン

グしておく。 

第１１回 
④発達障害、自閉症スペクトラム等に起因する学

校不適応の事例 

事前学習 
各種発達障害の症状の特徴について調べ、その対応

の在り方について、自分の考えをまとめる。 

事後学習 

事例に関するディスカッションを総括し、その対応

の在り方について、自分の考えをまとめファイリン

グしておく。 

第１２回 

Ⅳ チーム支援の必要性と連携の実際 

・組織対応の進め方と各教職員の役割 

・地域専門機関との連携の在り方 

事前学習 
児童生徒を支援する際に連携可能な専門機関の種類

を調べておく 

事後学習 

校内外の連携について復習し、養護教諭としてのコ

ーディネートのありかたについて、その対応の在り

方について、自分の考えを整理しファイリングして

おく。 

第１３回 
Ⅴ 集団を対象とした心の健康教育 

・ストレスマネジメント教育の体験 

事前学習 
保健学習、保健指導の位置づけや、養護教諭が実践

する際の留意点について調べておく。 

事後学習 
講義時間内の心の健康教育の体験を総括し、自分の

考えをまとめファイリングしておく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 4回〜第 7回の講義内容を踏まえ、例示する生徒に対する「来室時の接し方」の方針について、レ

ポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回授業以後にも行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8回〜第 12回の講義内容を踏まえ、例示する保健室来室生徒への具体的な支援方針について、レ

ポートにまとめなさい。（「健康相談のプロセス」や「チームとしての学校」を念頭に置くこと） 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を授業で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 現代社会と社会教育 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3445 

SNMP3445 

SCMP3445 

SBMP3445 

SPMP3445 

２．授業担当教員 植原 孝行 

４．授業形態 講義と討議、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
この科目は、社会教育主事資格取得のための必修科目である。他の必修科目と関連付けて履修すること。 

７．講義概要 

現代社会は変化の激しい時代である。国内だけでなく国際社会の変動が人々の生活や価値観に大きな影響
を与えている。そのため、今までになかった新たな課題が生じている。このような現状において、社会教育
は「人々の多様な学習要望を踏まえた生涯学習の振興」に努めるとともに、「地域の活性化や家庭の教育力

の向上」等の社会の要請に適切かつ迅速に対応する支援の遂行が求められている。そこで、本科目では社会
教育についての理解を深めるとともに、身近にある様々な現代的課題解決のための具体的な支援方策につい
て、事例研究やグループ討議を通して追究し、個別事業計画を立案する。 

８．学習目標 

次の目標を達成することを目的とする。 
①現代社会が抱える様々な課題、地域特有の課題の背景や特徴を理解することができるようになる。 

②社会教育とは何かを理解するとともに、現代社会の課題解決に向けた社会教育の役割について理解するこ
とができるようになる。 

③社会教育の当面する課題と課題解決に向けた諸施策について理解し、説明できるようになる。 

④社会教育の推進者の役割や社会教育施設の現状と目的について理解することができるようになる。 
⑤身近な現代的課題に対応した具体的方策（個別事業計画）を立案することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

その都度、宿題を出すので、必ず次回に発表する。あるいは、期限までに文書（小レポート）を提出するこ

と。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書：○講師作成の印刷物（講義要旨）。○月刊社会教育編集委員会編『公民館60年、人と地域を結ぶ「社

会教育」』国土社、2005年。 
参考書：○下村湖人著『下村湖人全集 第6巻』所収「塾風教育と協同生活訓練 第一部」、国土社、1975年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会教育に関する目標・内容・方法について理解し、具体的に説明できる力を身につけたか。（知識・

理解） 

２．現代的課題をふまえた社会教育のあり方について理解した上で、適切なテーマを設定し、学習講座等を

企画できる力を身につけたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

１．授業への取り組み姿勢                    総合点の３０％ 

２．授業内での課題提出（小テスト・課題レポート・企画書作成等） 総合点の４０％ 

３．期末レポート                        総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

ドイツの学生たちの間では、「大学は学問の工場である」と言われているそうです。工場で物を造り出すよ

うに、大学は学問によって、質の高い、そして人類に役立つ知を創り出すところ、という意味のようです。

そして、それは教師ではなく学生自身が取り組むこととされています。 

この授業では次の点に留意して、学びに取り組んでください。 

・出席は必要条件であって、十分条件ではありません。 

・授業中の私語、飲食、携帯電話・スマートフォン等の操作は禁止です。 

・授業に集中し、必ず復習すること。 

・社会教育施設が主催する講座などに参加して、社会教育体験をすることを勧めます。 

・この科目は社会教育主事となるための授業であり、専門職となるための授業です。自分が社会教育主事に

なったときのことをイメージして学習することを望みます。 

13．オフィスアワー 個別の相談等は、授業後の休憩時間に応じる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・導入：授業の概要、教材、成績評価等について 

・授業：社会教育とは、いかなる教育か 

事前学習 
シラバスにて、この授業の目的や内容を理

解する。 

事後学習 
導入の説明をふまえ、授業のねらいや課題

を確認する。 

第２回 現代社会の特徴とその時代 １（現代社会の特徴） 
事前学習 

講義要旨を読み、あらかじめ授業の概要を

確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第３回 
現代社会の特徴とその時代 2（現代社会はいつから始

まるか） 

事前学習 
講義要旨を読み、あらかじめ授業の概要を

確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第４回 社会教育実践に学ぶ １ 発表と討議 

事前学習 実践事例を読み、何が課題かを考える。 

事後学習 
もう一度、事例を読み直し要点をノートに

整理する。 

第５回 社会教育実践に学ぶ 2 発表と討議 

事前学習 実践事例を読み、何が課題かを考える。 

事後学習 
もう一度、事例を読み直し要点をノートに

整理する。 



 

 

第６回 社会教育実践に学ぶ 3 発表と討議 

事前学習 実践事例を読み、何が課題かを考える 

事後学習 
もう一度、事例を読み直し要点をノートに

整理する。 

第７回 社会教育実践に学ぶ 4 発表と討議 

事前学習 実践事例を読み、何が課題かを考える 

事後学習 
もう一度、事例を読み直し要点をノートに

整理する。 

第８回 
社会教育集団、運営の実際 1  (集団運営は地域自治の

始まり) 

事前学習 実践事例を読み、何が課題かを考える 

事後学習 
もう一度、事例を読み直し要点をノートに

整理する。 

第９回 
社会教育集団、運営の実際 2 （リーダーシップとフォ

ロワーシップ） 

事前学習 
講義要旨を読み、あらかじめ授業の概要を

確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１０回 
社会教育集団、運営の実際 3（リーダーシップとフォ

ロワーシップの理念を集団運営に具体的に活かすには） 

事前学習 
講義要旨を読み、あらかじめ授業の概要を

確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１１回 
人びとの成長・発達を促すもの １ （成人はどうやって

学ぶのか） 

事前学習 
講義要旨を読み、あらかじめ授業の概要を

確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１２回 
人びとの成長・発達を促すもの 2 （成人の学習を援助

する） 

事前学習 
講義要旨を読み、あらかじめ授業の概要を

確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１３回 
人びとの成長・発達を促すもの 3 （成人教育学を地域

社会教育に活用する 

事前学習 
講義要旨を読み、あらかじめ授業の概要を

確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 3 回の講義内容および第 4 回～第 7 回の発表・討議を踏まえて、社会教育実践の目的・内

容・方法について考察し、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行なう。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8 回～第 10 回の講義内容を踏まえて、社会教育集団、運営の実際「リーダーシップとフォロワ―

シップの理念を社会教育活動（実践）に具体的に活かすには、どのような工夫を要するか」について考察し、レポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）。 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行なう。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
公衆衛生 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3335 

SCMP3335 

SBMP3335 

SNMP3335 

EDHE3314 

２．授業担当教員 橋本 由利子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

公衆衛生は、健康上の問題を集団で捉えることにより、疾病の予防や健康増進のための組織的な対策や制
度を考える学問である。福祉や医療に携わる専門職には、必須の分野である。 

本科目では公衆衛生の概念や基本的な考え方、我が国が直面しているさまざまな健康問題（感染症、生活

習慣病など）の現状と課題を学び、疾病予防や健康増進のための公衆衛生活動について考察する。さらにこ
れからの保健・医療・福祉の方向性と互いの連携の在り方について、学生自身が考察できる力を身につける
ことができるようにする。 

８．学習目標 

１．公衆衛生の歴史と概念について説明できるようになる。 

２．保健統計の各指標について説明できるようになる。 

３．疫学の考え方について説明できるようになる。 

４．各健康問題（感染症、生活習慣病など）の現状に関心を持ち、課題の解決に対して意欲を持てるように

なる。 

５．専門職として理解しておくべき公衆衛生に関する知識や考え方を習得し応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

その日に学習したことを整理するために、毎回ワークシートを提出する。 

レポート課題：わが国で社会問題となった健康上の問題について、その概要、どのような社会問題となった

かなどをまとめなさい（1600～2000字程度）。なおレポートは添削して返却するので必ず書き

直して再提出する。 

＜2018、2019年度の課題例＞ 

インフルエンザ、エイズ、ハンセン病、腸管出血性大腸菌感染症、水俣病、生活習慣病対策など 

研究発表：レポート課題で調べた内容について、わかりやすく発表しなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】鈴木庄亮・久道 茂監修『シンプル衛生公衆衛生学 2020』南江堂、2020。 

【参考書】厚生統計協会編集・発行『国民衛生の動向 2019/2020年』。 

澤口彰子他「人体のしくみとはたらき」朝倉書店、2015。 

清水忠彦・南波正宗『わかりやすい公衆衛生学』ヌーベルヒロカワ。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．保健統計・疫学などの用語や考え方を説明できるようになったか。 

２．身近な健康問題の現状に関心を持ち、自らの考えで対処できる力を身につけたか。 

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 

２．課題発表・期末試験など         総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

少子高齢化が世界で最も進んでいる日本において福祉や保健を志す人は社会の健康問題に常に敏感になる

ことが必要である。新聞などのメディアが報じるニュースをよくチェックし解決策を考えてみよう。あなた

が考える対策がこれからの日本の将来を決めるかもしれない。なお健康問題を考えるにあたって、人体の仕

組みについてもよく復習すること。 

[受講生に期待される学習態度] 

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

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

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

で伝え許可をとるようにする。 

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

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

３．授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用については厳格に対処する。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

公衆衛生の概念および歴史（古代ローマの環境保健対策、

中世ヨーロッパの港で行われた感染症予防対策、ジョン・

スノウの功績、高木兼寛の業績、チャドウィックの主張、

ウィンスロウの公衆衛生の定義、WHOの健康の定義、疾病

構造の変化） 

事前学習 
教科書第 1章「衛生学・公衆衛生学序論」を

読んでおく 

事後学習 
公衆衛生の概念及び歴史について復習し、ワ

ークシートを提出する 

第２回 

保健統計（世界の人口とその推移、何が人口の増加をもた

らしたか、人口転換、日本の人口とその推移、合計特殊出

生率の推移、健康指標、粗死亡率と年齢調整死亡率、平均

寿命と平均余命、罹患率と有病率、患者調査） 

事前学習 教科書第 2章「保健統計」を読んでおく 

事後学習 
保健統計について復習し、ワークシートを提

出する 



 

 

 

第３回 

疫学（疫学とは何か、疫学調査の手順と留意事項、選択バ

イアス・情報バイアス・交絡バイアス、無作為化比較試験

（RCT）、年齢調整死亡率の求め方、相対危険度・寄与危険

度の求め方） 

事前学習 教科書第 3章「疫学」を読んでおく 

事後学習 
疫学について復習し、ワークシートを提出す

る 

第４回 感染症とその予防（感染症の成立要因、感染症予防対策） 

事前学習 
教科書第 5 章 5-1「感染症の予防」を読んで

おく 

事後学習 
感染症について復習しワークシートを提出

する 

第５回 

食品と健康（食中毒の原因（病原微生物・自然毒・化学物

質）と発生状況、予防対策について、食品の安全性を確保

するための法律について） 

事前学習 
教科書第 6 章 6-9 2.「食品と健康」を読ん

でおく 

事後学習 
食品と健康について復習しワークシートを

提出する 

第６回 

環境保健の概要（環境の諸要因と評価、量-反応曲線、環

境要因による健康被害、放射線による健康被害、公害の概

念と歴史、環境対策） 

事前学習 教科書第 6章「環境保健」を読んでおく 

事後学習 
環境保健の概要について復習しワークシー

トを提出する 

第７回 

生活習慣病対策（生活習慣病とは何か、生活習慣病による

死亡率、一次予防・二次予防・三次予防の概念、健康日本

２１（第 2次）、ヘルスプロモーションの考え方） 

事前学習 
教科書第 4章「疾病予防と健康管理」を読ん

でおく 

事後学習 
生活習慣病対策について復習しワークシー

トを提出する 

第８回 

母子保健（日本の母子保健の水準、乳児死亡率、周産期死

亡率、妊産婦死亡率、幼児死亡率、母子保健対策、健康診

査、母子健康手帳、保健指導と医療援護、母子保健の課題

と動向） 

事前学習 教科書第 8章「母子保健」を読んでおく 

事後学習 
母子保健対策について復習しワークシート

を提出する 

第９回 

歯科保健（乳歯と永久歯の萌出時期と歯の構造、むし歯と

歯周病、歯周病と全身疾患、咀嚼の重要性、小児における

歯科保健、高齢者歯科保健） 

事前学習 
教科書第 9章 9-5「歯科保健」、第 11章 11-2 

3．「高齢者歯科保健」を読んでおく 

事後学習 
歯科保健対策について復習しワークシート

を提出する。返却されたレポートを書き直す 

第１０回 

医療の制度（わが国の医療保障の制度、公費負担医療、医

療保険制度のしくみ、国民皆保険制度、診療報酬制度、国

民医療費の現状、介護保険制度）、難病対策（難病の概念） 

事前学習 
教科書第 14章「保健医療福祉の制度と法規」

を読んでおく 

事後学習 
医療の制度と現在の問題点について復習し

ワークシートを提出する 

第１１回 

学生発表（感染症関連の諸問題について学生がテーマを決

めてレポートを作成し、それを既定時間内でわかりやすく

発表する） 

事前学習 

感染症に関する健康問題にはどのようなも

のがあるか復習する。当日発表を行う学生は

その準備を行う。 

事後学習 感染症に関する健康問題についてまとめる 

第１２回 

学生発表（環境保健・生活習慣病関連諸問題について学生

がテーマを決めてレポートを作成し、それを既定時間内で

わかりやすく発表する） 

事前学習 

環境保健・生活習慣病に関する問題にはどの

ようなものがあるか復習する。当日発表を行

う学生はその準備を行う。 

事後学習 
環境保健・生活習慣病に関する問題について

まとめる 

第１３回 まとめ 

事前学習 

今まで学習したことを振り返り、日本の公衆

衛生にはどのような問題があるか考えてく

る。 

事後学習 
公衆衛生全体について学習したことをまと

める 

課題研究

１ 

 

課題研究テーマ：第３回の講義内容を踏まえて、第３回の講義の中で提示された集団における「年齢調整死亡率、相対

危険度・寄与危険度」を計算し、その計算結果と考察をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（１２００字程度） 

実施時期：第３回の授業後に実施する 

提出時期：第４回授業前日 17:00まで。第 4回授業時に質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

課題研究

２ 

 

 

 

課題研究テーマ：新型コロナウイルス感染症が世界的な流行を引き起こしている。第 12回までの講義内容を踏まえて、

人類はこの疾患に対してどのように対処していったらよいか、あなたの考えをまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（１４００字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出時期：第１３回授業前日 17:00まで。第１３回授業時に、提出されたレポートを基に意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

 

１．科目名（単位

数） 
更生保護 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP4101 

PSMP4401 

SCMP4301 

SBMP4301 

SNMP4301 

２．授業担当教員 梶原 洋生 

４．授業形態 
講義、集団討議、学生との応答、途中確認テスト・小テストの併用、

期末に試験を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

犯罪や非行をした人の立ち直りを図り、再び犯罪や非行を起こさせないようにするには、その素質、環境

を考慮しつつ、その人に必要な各種の支援、福祉でいう自立支援が必要である。これらの支援は、警察、検

察、裁判、矯正の各段階で行われているが、本科目では、この内の社会の中での働きかけ（処遇）を中心と

する更生保護制度について、その概要、担い手、関係機関・団体との連携、また、心神喪失等の状態で重大

な犯罪を行った人の社会復帰の促進を目的とする医療観察制度の概要、さらには、更生保護制度の運用の実

際と今後の展望等について学習する。 

８．学習目標 

1 福祉との関連において必要とされる更生保護制度の基礎的知識について理解し、説明することができる

ようになる。 

2 更生保護の組織を中心に，刑事司法・少年司法分野で犯罪前歴者等の支援活動に関与する組織，団体及

び専門職について理解し、説明することができるようになる。 

3 更生保護制度における関係機関・団体との連携のあり方について理解し、説明することができるように

なる。 

4 保護観察所が担う新たな役割として、福祉機関・団体などとの密接な連携の下に実施される被害者支援

や医療観察制度について理解し、説明することができるようになる。 

5 更生保護の運用の実際と今後の展望について考察し、自分の言葉で表明することができるようになる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

レポートは「現在の保護観察が抱えている課題について」というテーマを予定している。 
(レポート用紙4枚程度) 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】社会福祉士養成講座編集委員会編 
『新・社会福祉士養成講座 第 20巻 更生保護制度』中央法規出版。 

【参考書】松本勝編『更生保護入門』成文堂。 
伊藤富士江『司法福祉入門(第 2版)－非行・犯罪への対応と被害者支援－』上智大学出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

分からないことについては、積極的に調べ、考えて、授業の内容を習得できるよう努めて欲しい。 
更生保護の大切さが理解できるように、日頃のニュースなどにも注目してほしい。 

13．オフィスアワー 授業の前後 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 はじめに 
事前学習 テキストの「はじめに」を読んでくる。 
事後学習 更生保護制度の概要について 200字以内でまとめる。 

第２回 刑事司法、仮釈放、保護観察の概要 
事前学習 第１章第１節－第３節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 刑事司法、保護観察について 200字以内でまとめる。 

第３回 
生活環境の調整、更生緊急保護につい
て 

事前学習 第１章第４節－第５節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 授業内の事例について 200字以内でまとめる。 

第４回 
犯罪被害者等施策、恩赦、犯罪予防活
動について 

事前学習 第１章第６節－第８節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 被害者支援について 200字以内でまとめる。 

第５回 保護観察官、保護司について 
事前学習 第２章第１節－第２節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 保護監察官と保護司の業務内容について 200字以内でまとめる。 

第６回 
更生保護施設、民間協力者 
公共職業安定所・福祉事務所との関わ
り 

事前学習 
第２章第３節－第４節について 200字以内でまとめる。第３章第
４節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
更生保護施設の実際について配布資料を読み直し、民間協力の現
状について 200字以内でまとめる。 

第７回 
裁判所・検察庁との関わり、矯正施設
について 

事前学習 
第３章第１節－第２節について 200字以内でまとめる。第３章第
３節について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
授業内の事例について 200字以内でまとめる。 
司法制度の改革について図書館で参考文献を探し、内容を再確認
しておく。 

第８回 医療観察法と処遇制度の概要 
事前学習 第４章第１節－第３節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 医療観察法について 200字以内でまとめる。 

第９回 
地域社会における処遇の実施と機関
連携 

事前学習 第４章第４節－第５節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 授業内で扱った実施計画について 200字以内でまとめる。 

第１０回 保護観察官の具体的な業務例 
事前学習 第５章第１節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 授業内の事例についてポイントを 1000字以内にまとめる。 

第１１回 社会復帰調整官の具体的な業務例 
事前学習 第５章第２節について 200字以内でまとめる。 
事後学習 授業内の事例についてポイントを 1000字以内にまとめる。 

第１２回 更生保護の課題と展望 事前学習 第５章第３節について 200字以内でまとめる。 

http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/dt/g001/bathr%B0%CB%C6%A3%C9%D9%BB%CE%B9%BE/
http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/dt/g001/bpbls%BE%E5%C3%D2%C2%E7%B3%D8%BD%D0%C8%C7/


 

 

事後学習 特に今後の課題について 200字以上でまとめる。 

第１３回 まとめ 
事前学習 これまでの授業内容を 8000字以上でまとめる。 
事後学習 配布資料の内容を整理してノートに 8000字以上でまとめる。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する 

授業内容：矯正施設の実際について 

実施時期：授業内で周知する 

事前学習： 第３章第３節について具体例を挙げながら 200字以内でまとめる。 

事後学習：少年院・刑務所について授業内容を 200字以内でまとめる。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する 

授業内容：公共職業安定所・福祉事務所との実際の関わり 

実施時期：授業内で周知する 

事前学習： 第３章第４節について実際の例を挙げながら 200字以内でまとめる。 

事後学習：授業内での議論を活かし、「社会的排除」について、実際的に 200字以内でまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公民科指導法Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 
SSMP3442 

SSMP3342 
２．授業担当教員 小野 智一 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
同一年度に公民科指導法Ⅱ（科目「倫理」「政治経済」を取り扱う）を履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 公民科の目標は「現代の社会について主体的に考察させ、理解を深め、人間としての在り方生き方につい

ての自覚を育て、平和で民主的な国家・社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養う」であ
る。 

本科目では、学習指導要領で示される指導内容についての解説にとどまらず、授業実践事例について学ぶこ

とで、受講生の公民科指導能力の成長を理論と実践の両面から支援することを目指す。 

さらに、「公共的な空間を作る主体」「他者と協働する倫理的主体」「持続可能な社会づくりの主体」とし
て社会に参画する力を育む中核的な機能を果たすことが期待される今後の公民科のあり方（主権者教育な

ど）についても取り上げる。 

なお公民科指導法Ⅰでは、公民科科目のうち、「公共（現代社会）」に重点を置いて、その内容および指
導法について取り上げるものとする。 

８．学習目標 

1. 学習指導要領改訂の経緯、趣旨、要点及び公民科科目「公共（現代社会）」の基本的性格、目標、内容に
ついて理解し、説明することができる。  

2. 公共的な空間における基本的原理（民主主義、法の支配、自由・権利と責任・義務等）に関わる事象につ

いて理解し、説明することができる。 

3. 公民科科目「公共（現代社会）」の教育内容となる現代の諸課題について他者との議論を通して理解を深
め考察することができる。 

4. 「公共（現代社会）」に関する指導計画、単元指導案、学習指導案を作成することで授業づくりについて
学び、公民科の実践課題について考えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

講義内で模擬授業を発表します。その過程で学習指導案、教材等の作成に取り組むことになりますが、こ

れらをレポートとして評価します。 

第1-8回はリーディング・アサインメント（RA）を事前事後学習課題として配付します。授業内で解説する

ことになりますが、事前に教科書を読んで課題を解答してください。なお、解説後は事後学習ののちに教員

に提出することとします。提出方法については授業内で案内します。 

模擬授業については、発表後検討会を行い、その後、振り返りレポートを提出することになります。 

テーマ：「現代社会」の領域より、一つトピックを選定し、指導案を作成しなさい。 

※なお、トピックの重複を避けるため、講義内にて担当の振り分けを行います。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説 公民編』東京書籍。（以下、シラバス内ではテキストと呼称する。） 

【参考書】 
1) 日本社会科教育学会編『社会科教育事典』ぎょうせい、2012年。 
2) 日本公民教育学会編『公民科教育事典』第一学習社、2009年。 

ほか、各社検定済み教科用図書。 
【参考資料】 
高等学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 学習指導要領改訂の経緯、趣旨、要点及び公民科科目「公共（現代社会）」の基本的性格、目標、内容につ

いて理解し、説明することができる。  

2. 公共的な空間における基本的原理（民主主義、法の支配、自由・権利と責任・義務等）に関わる事象につ
いて理解し、説明することができる。 

3. 公民科科目「公共（現代社会）」の教育内容となる現代の諸課題について他者との議論を通して理解を深め
考察することができる。 

4. 「公共（現代社会）」に関する指導計画、単元指導案、学習指導案を作成することで授業づくりについて学

び、公民科の実践課題について考えることができる。 

○評定の方法 

成績評価の規準 1～4 についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（模擬授業やディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。
（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、作成した指導案・模擬授業の指導内容・レポートから評価
する。（40％） 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生の多くは将来、高等学校教諭を志すと推察します。免許の取得には、実習が伴います。短期間の実

習ですが、その間に実習先の生徒に有益な授業実践ができるように努めましょう。たとえ短期であっても教

師に変わりはありません。免許を取得し、実際に教育機関へ勤務することになればそれ以上の責務を負うこ

ととなります。本講義を通して、「学習者」としてだけではなく、「指導者」としての意識を併せ持てるよう

努力してください。「現代社会」は、この科目をもって、教科全体の目標を達成する教育内容として位置づけ

られています。「現代社会」についての理解が、公民科の他の科目である、政治経済・倫理の基礎となります。

取り扱う教育内容領域は広いですが、興味や関心あるテーマからでかまいませんので学び続ける努力をして

ください。 

また、本科目では教科指導を通して、いじめ問題、キャリアデザインといった課題を解決することを考え

ていきます。学外の研究団体との交流なども機会を設け、教室と現実社会のつながりを味わわせられる授業

づくりを目指していきます。学外での授業発表の機会も計画しています。 

本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の条件を設定しています。 

①授業に集中してください。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 

②欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告してください。（事後に提出してください。



 

 

事前は口頭報告するようにしてください）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不合

格となります。 

③明らかに受講態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も受講態度の改善が見られな

いと判断された場合、課題提出状況の如何に関わらず単位の修得は認めません。 

④教員による解説中は携帯電話の電源を切ってください。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて使

用の許可を出すこととします。 

 

また、教員は次のことを実行します 

①授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

②受講生全員に聞こえる大きさの声で話をします。また、専門用語はわかりやすく説明します。 

③一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言・発表等）できる双方向対話型の学習環境を作ります。 

④遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切な態

度が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組みます。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他者

の学習を阻害する行為をした場合は減点対象とします。受講生各自が社会人として自立成長しようという自

覚を持って講義に参加することを期待します。 

13．オフィスアワー 
講義前後の時間もしくは e-mailにて対応します。toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

時間割判明後、講義内にて案内します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

1)オリエンテーション（シラバス確認しま
すので準備してください。コピーなど
可。） 
2)公民科教育の意義を考える 
課題：「現代社会」に期待されていること
は何だろう。 

事前学習 

テキスト pp.1-5. （改訂の経緯と教科目標） を読む。
また、教育実習を経験した受講者は、実習記録など見直
し、授業実践がどのように展開されていたか復習してお
く。 

事後学習 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降
のリーディング・アサインメント（以下 RAと表記：講
義内で配布する事前事後学習用ワークシート）に取り組
む。 

第２回 

公民科指導の性質①（歴史的経緯について） 
課題：第二次世界大戦後の学習指導要領に
おける公民科の位置づけについて理解す
る。 

事前学習 
課題①：教育基本法より、公民科に関係する箇所・条文
を見つけよう。課題②：戦後に登場した高校社会科はど
のような内容であったのかまとめてみよう。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降
の RAに取り組む。 

第３回 

公民科指導の性質②（現行学習指導要領に
ついて） 
課題：教育内容についての理解(a)学習指導
要領・教科の位置付け・現代社会の目標・内
容について理解する。 

事前学習 
教科の目標、科目現代社会の目標、内容についてテキス
ト該当ページを読んで項目のまとめをする。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降
の RAに取り組む。 

第４回 

1)公民科における学習指導案と授業計画 
課題：策定の実際について事例指導案を手
がかりにポイントを確認する。 
2)模擬授業の構想②授業教材の開発 

事前学習 
第 4回の決定事項をもとに、グループ検討会で意見交換
できるよう準備する。 

事後学習 
各グループで作業スケジュールに従い、各々の担当の業
務について取り組みを進める。 

第５回 

現代社会の取り扱う「私たちの生きる社
会」（学習内容の実際と教材研究の方向性
を探究する） 
課題：授業事例の検討をする。 

事前学習 
講義内で確認する「授業分析のポイント」を見直してお
く。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降
の RAに取り組む。 

第６回 

現代社会の取り扱う「現代社会と人間とし
ての在り方生き方」（学習内容の実際と教
材研究の方向性を探究する） 
課題：授業事例の検討をする。 

事前学習 
講義内で確認する「授業分析のポイント」を見直してお
く。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降
の RAに取り組む。 

第７回 

現代社会の取り扱う「共に生きる社会を目
指して」（学習内容の実際と教材研究の方
向性を探究する） 
課題：授業事例の検討をする。 

事前学習 
講義内で確認する「授業分析のポイント」を見直してお
く。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降
の RAに取り組む。 

第８回 

1)公民科指導の性質④（現行学習指導要領
について） 
課題：教育内容についての理解(c)公民科
の「接続」について（生活科から社会科
へ、社会科から公民科へ、カリキュラムの
考え方） 
2)模擬授業の構想③授業教材の開発 

事前学習 
第 5回の決定事項をもとに、グループ検討会で意見交換
できるよう準備する。 

事後学習 

各グループで作業スケジュールに従い、各々の担当の業
務について取り組みを進める。 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降
の RAに取り組む。 

第９回 

1) 公民科指導の性質⑤（現行学習指導要
領および次期学習指導要領について） 
課題：教育内容についての理解(d)公民科
における評価の手法（「評価」の考え方、
方法論） 
2)模擬授業の構想④テーマ指導案構想発表
※学外発表実施の場合は発表予行練習とし
てプレゼンテーションの内容と資料の検討
を行う。 

事前学習 
自グループの授業構想について見直し、改善の余地はな
いか検討しておく。 

事後学習 

各グループで作業スケジュールに従い、各々の担当の業
務について取り組みを進める。 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降
の RAに取り組む。 

第１０回 

1) 公民科指導の性質⑥（現行学習指導要
領および次期学習指導要領について） 
課題：公民科における持続可能な開発のた
めの教育 実践の在り方 
2)模擬授業の構想⑤指導案構想発表を受け
ての授業改善（指導案を中心に） 

事前学習 
RAにより持続可能な開発のための教育の考え方につい
て整理する。 

事後学習 

各グループで作業スケジュールに従い、各々の担当の業
務について取り組みを進める。 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以降
の RAに取り組む。 



 

 

第１１回 

授業プレゼンテーション（学生発表①）・
検討会 
「青年期と自己の形成」「個人の尊重と法
の支配」 

事前学習 
発表グループの学生は授業準備をする。生徒役として発
表を聞くグループは講義内で確認する「授業分析のポイ
ント」を見直しておく。 

事後学習 

発表グループの学生は意見メモ(生徒役に記録をとらせ
るもの)を手がかりに改善点など振り返る。生徒役とし
て発表を聞くグループは意見交換会で取り上げられた課
題について振り返り、または自グループの授業案への改
善点として検討してみる。 

第１２回 

授業プレゼンテーション 
（学生発表②）・検討会 
「現代の民主政治と政治参加の意義」「現
代の経済社会と経済活動の在り方」 

事前学習 
発表グループの学生は授業準備をする。生徒役として発
表を聞くグループは講義内で確認する「授業分析のポイ
ント」を見直しておく。 

事後学習 

発表グループの学生は意見メモ(生徒役に記録をとらせ
るもの)を手がかりに改善点など振り返る。生徒役とし
て発表を聞くグループは意見交換会で取り上げられた課
題について振り返り、または自グループの授業案への改
善点として検討してみる。 

第１３回 

授業プレゼンテーション 
（学生発表③）・検討会 
「国際社会の動向と日本の果たすべき役
割」 
※授業評価（本講義についての学生評価） 

事前学習 
発表グループの学生は授業準備をする。生徒役として発
表を聞くグループは講義内で確認する「授業分析のポイ
ント」を見直しておく。 

事後学習 

発表グループの学生は意見メモ(生徒役に記録をとらせ
るもの)を手がかりに改善点など振り返る。生徒役とし
て発表を聞くグループは意見交換会で取り上げられた課
題について振り返り、または自グループの授業案への改
善点として検討してみる。 

課題研究

１ 

テーマ：第二次世界大戦後の学習指導要領における公民科の位置づけ
について 
レポート形式：A4用紙 1枚程度 
テーマの趣旨：高校社会科から地歴科・公民科へと教科名が変遷する
中で、近年では科目についても現代社会から公共と変化しつつある。
高等学校段階における社会系の教育内容はどのような背景でどのよう
な内容を教え、何を期待されてきたのかをまとめること。 
第 2回授業時配布資料とテキストが参考文献となる。 

実施時期と

提出期限 

第 3回授業から第 9回授業時
までに提出すること。 

事後学習 
レポートへの助言・質疑を通
して学習を振り返り学習内容
の定着を図る。 

課題研究２ 

テーマ：公民科指導における ICT活用の意義について 
レポート形式：A4用紙 1枚程度 
テーマの趣旨：公民科における ICT活用を充実させることが求められ
ているが、そこにはどのような意義があるのだろうか。意義としては
例えば、教師の教材研究における意義や、生徒にとっての意義など多
面的に考えることができる。2つ以上の観点から ICT活用の意義を説
明すること。 
授業時に参考資料または事例を配布・紹介する。 

実施時期と

提出期限 

第 5回授業から第 14回授業
時までに提出すること。 

事後学習 
レポートへの助言・質疑を通
して学習を振り返り学習内容
の定着を図る。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
公民科指導法Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 
SSMP3443 

SSMP3343 
２．授業担当教員 小野智一 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

同一年度に公民科指導法Ⅰ（科目「現代社会」（2022年４月１日以降は「公共」）を取り扱う）を履修するこ

とが望ましい。 

７．講義概要 

公民科の目標は「現代の社会について主体的に考察させ、理解を深め、人間としての在り方生き方につい
ての自覚を育て、平和で民主的な国家・社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養う」であ
る。 

本科目では、学習指導要領で示される指導内容についての解説にとどまらず、授業実践事例について学ぶ
ことで、受講生の公民科指導能力の成長を理論と実践の両面から支援することを目指す。そのために公民科
の指導を通して公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度を養うことの意義や、参画に必要な知識や

技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等について理解し、これからの時代に求められ
る資質・能力や公民科学習のあり方を探求する。 

なお公民科指導法Ⅱでは、公民科科目のうち、倫理および政治経済に重点を置いている。自立して思索を

行い、他者と共に生きる主体を育む「倫理」、グローバルな視点をより重視して国家及び社会の形成により
積極的な役割を果たす主体を育む「政治・経済」といった各科目の特性についても取り上げるものとする。 

８．学習目標 

1. 公民科科目「倫理」「政治経済」の意義、目標および内容について説明することができる。  

2. 「公民科」授業の実践に必要な知識、技能について見通しを持ち、教員を目指すに当たっての学習課題を
設定することができる。 

3. 公民科科目「倫理」「政治経済」の教育内容となる現代の諸課題について他者との議論を通して理解を深

め考察することができる。 

4. 「倫理」「政治経済」に関する指導計画、単元指導案、学習指導案を作成することで授業づくりについて
学び、公民科の実践課題について考えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義内で模擬授業を発表します。その過程で学習指導案、教材等の作成に取り組むことになりますが、こ

れらをレポートとして評価します。 

第1-8回はリーディング・アサインメント（RA）を事前事後学習課題として配付します。授業内で解説する

ことになりますが、事前に教科書を読んで課題を解答してください。なお、解説後は事後学習ののちに教員

に提出することとします。提出方法については授業内で案内します。 

模擬授業については、発表後検討会を行い、その後、振り返りレポートを提出することになります。 

テーマ：「倫理」「政治経済」の領域より、一つトピックを選定し、指導案を作成しなさい。 

※なお、重複を避けるため、講義内にて担当科目の振り分けを行います。 

 

また、本講座では、経済教育実践教材である日本証券業協会「株式学習ゲーム」の実践にも参加します。

本活動は成績評価の対象ではないが、公民科学習内容の理解を手助けする材料になるため授業内で指示する

課題には積極的に取り組んでください。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説 公民編』東京書籍（以下、シラバス内ではテキストと呼称する）。 

【参考書】 
1) 日本社会科教育学会編『社会科教育事典』ぎょうせい、2012年。 
2) 日本公民教育学会編『公民科教育事典』第一学習社、2009年。 

3) 東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 
4) 文部科学省『高等学校公民科用教科書 倫理』東京書籍 
5) 文部科学省『高等学校公民科用教科書 政治･経済』東京書籍 

6) 文部科学省『高等学校学習指導要領』東山書房。 
ほか、各社検定済み教科用図書。 
【参考資料】 

高等学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 公民科科目「倫理」「政治経済」の意義、目標および内容について説明することができる。  

2. 「公民科」授業の実践に必要な知識、技能について見通しを持ち、教員を目指すに当たっての学習課題を
設定することができる。 

3. 公民科科目「倫理」「政治経済」の教育内容となる現代の諸課題について他者との議論を通して理解を深め
考察することができる。 

4. 「倫理」「政治経済」に関する指導計画、単元指導案、学習指導案を作成することで授業づくりについて学

び、公民科の実践課題について考えることができる。 

○評定の方法 

成績評価の規準 1～3 についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（模擬授業やディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。
（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、作成した指導案・模擬授業の指導内容・レポートから評価
する。（40％） 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生の多くは将来、高等学校教諭を志すと推察します。免許の取得には、実習が伴います。短期間の実

習ですが、その間に実習先の生徒に有益な授業実践ができるように努めましょう。たとえ短期であっても教

師に変わりはありません。免許を取得し、実際に教育機関へ勤務することになればそれ以上の責務を負うこ

ととなります。本講義を通して、「学習者」としてだけではなく、「指導者」としての意識を併せ持てるよう

努力してください。また、政治経済・倫理は専門知識を要求される科目でもあり、指導法以外の講義で学ん

だ事項についてはよく復習しましょう。 

また、本科目では教科指導を通して、いじめ問題、キャリアデザインといった課題を解決することを考え



 

 

ていきます。学外の研究団体との交流なども機会を設け、教室と現実社会のつながりを味わわせられる授業

づくりを目指していきます。学外での授業発表の機会も計画しています。 

 

本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の条件を設定しています。 

①授業に集中してください。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 

②欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告してください。（事後に提出してください。

事前は口頭報告するようにしてください）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不合格

となります。 

③明らかに受講態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も受講態度の改善が見られな

いと判断された場合、課題提出状況の如何に関わらず単位の修得は認めません。 

④教員による解説中は携帯電話の電源を切ってください。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて使

用の許可を出すこととします。 

 

また、教員は次のことを実行します 

①授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

②受講生全員に聞こえる大きさの声で話をします。また、専門用語はわかりやすく説明します。 

③一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言・発表等）できる双方向対話型の学習環境を作ります。 

④遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切な態

度が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組みます。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他

者の学習を阻害する行為をした場合は減点対象とします。受講生各自が社会人として自立成長しようという

自覚を持って講義に参加することを期待します。 

13．オフィスアワー 
講義前後の時間もしくは e-mailにて対応します。toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

時間割判明後、講義内にて案内します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

1)オリエンテーション（シラバスをもとにし
た本科目の目的、学習の進め方、評価につい
ての説明）（シラバス確認しますので準備し
てください。コピーなど可。） 
2)公民科教育の意義を考える 
課題：「倫理」「政治経済」に期待されている
ことは何だろう。 

事前学習 

テキスト pp.1-5. （改訂の経緯と教科目標）を読む。
また、教育実習を経験した受講者は、実習記録など見
直し、授業実践がどのように展開されていたか復習し
ておく。 

事後学習 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以
降のリーディング・アサインメント（以下 RAと表
記：講義内で配布する事前事後学習用ワークシート）
に取り組む。 

第２回 
1)「倫理」・学習指導要領解説 科目の性格
と目標 内容とその取り扱い 
2)教科書分析①倫理 

事前学習 
科目倫理の目標、内容についてテキスト該当ページを
読んで項目のまとめをする。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以
降の RAに取り組む。 

第３回 
1)「倫理」・学習指導要領解説  指導計画の
作成と指導上の配慮事項について 
2)指導案について①事例検討 

事前学習 テキスト該当ページを読んで項目のまとめをする。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以
降の RAに取り組む。 

第４回 
1)「政治経済（政治）」・学習指導要領解説 
科目の性格と目標 内容とその取り扱い 
2)教科書分析②政治経済（政治分野） 

事前学習 
科目政治経済（特に政治に関する分野）の目標、内容
についてテキスト該当ページを読んで項目のまとめを
する。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以
降の RAに取り組む。 

第５回 
1)「政治経済（政治）」・学習指導要領解説  
指導計画の作成と指導上の配慮事項について 
2)指導案について②指導計画について 

事前学習 テキスト該当ページを読んで項目のまとめをする。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以
降の RAに取り組む。 

第６回 

1)公民科における倫理指導の実際・授業事例
の検討 宗教教育教材の事例 
2)学生授業発表についての構想①テーマにつ
いての構想発表 

事前学習 

各々、授業で取り上げる分野を考え、どのような授業
をしてみたいか、意見発表できるよう下調べしておく
こと。講義内で発表するために必要な企画書を作成す
る。 

事後学習 
寄せられた意見、指導事項をもとに、第 9回に設定さ
れる 2回目の発表に向けた準備に取りかかる。 

第７回 
1)「政治経済（経済）」・学習指導要領解説 
科目の性格と目標 内容とその取り扱い 
2)教科書分析③政治経済（経済分野） 

事前学習 
科目政治経済（特に経済に関する分野）の目標、内容
についてテキスト該当ページを読んで項目のまとめを
する。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以
降の RAに取り組む。 

第８回 

1)「政治経済（経済）」・学習指導要領解説  
指導計画の作成と指導上の配慮事項について
（評価の観点を中心に） 
2) 発展的な公民科学習内容の探究～批判的
思考育成のための教育とは～ 

事前学習 テキスト該当ページを読んで項目のまとめをする。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以
降の RAに取り組む。 

第９回 
1)公民科における政治指導の実際・授業事例
の検討 「ガバナンス」について学ぶ事例 
2) 公民科実践研究の動向①法教育について 

事前学習 RAにより法教育の考え方について整理する。 

事後学習 
本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。次時以
降の RAに取り組む。 

第１０回 

学生授業発表についての構想③指導案発表 
※本時は発表後個別面談で助言指導するた
め、待機中には授業教材の作成などに取り組
む。 

事前学習 

現時点までの進捗状況報告を全体発表する。そのため
の企画書（完成しているならば指導案）を準備する。
個別指導待機の時間に取り組む模擬授業発表に向けた
作業を用意する。 

事後学習 
意見、指導助言をもとに次回以降に設定される授業発
表に向けて指導案・教材の見直しに取り組む。 



 

 

第１１回 
授業プレゼンテーション（学生発表①倫
理）・検討会 

事前学習 
発表学生は授業準備をする。生徒役として発表を聞く
学生は講義内で確認する「授業分析のポイント」を見
直しておく。 

事後学習 

発表学生は意見メモ(生徒役に記録をとらせるもの)を
手がかりに改善点など振り返る。生徒役として発表を
聞く学生は意見交換会で取り上げられた課題について
振り返り、または自らの授業案への改善点として検討
してみる。 

第１２回 
授業プレゼンテーション（学生発表②経
済）・検討会 

事前学習 
発表学生は授業準備をする。生徒役として発表を聞く
学生は講義内で確認する「授業分析のポイント」を見
直しておく。 

事後学習 

発表学生は意見メモ(生徒役に記録をとらせるもの)を
手がかりに改善点など振り返る。生徒役として発表を
聞く学生は意見交換会で取り上げられた課題について
振り返り、または自らの授業案への改善点として検討
してみる。 

第１３回 
授業プレゼンテーション（学生発表③政
治）・検討会 

事前学習 
発表学生は授業準備をする。生徒役として発表を聞く
学生は講義内で確認する「授業分析のポイント」を見
直しておく。 

事後学習 

発表学生は意見メモ(生徒役に記録をとらせるもの)を
手がかりに改善点など振り返る。生徒役として発表を
聞く学生は意見交換会で取り上げられた課題について
振り返り、または自らの授業案への改善点として検討
してみる。 

課題研究

１ 

テーマ：公民科における経済分野の指導について 
レポート形式：A4用紙 1枚程度 
テーマの趣旨：消費者教育・金融教育など公民科をはじめ多様な観点から
「経済」についての指導が行われている。高等学校公民科における「経済」
の指導についてはどのような問題点があるのか意見をまとめること。 

実施時期と

提出期限 

第 3回授業から第 7
回授業時までに提出
すること。 

事後学習 

レポートへの助言・
質疑を通して学習を
振り返り学習内容の
定着を図る。 

課題研究

２ 

テーマ：公民科における倫理分野の指導について 
レポート形式：A4用紙 1枚程度 
テーマの趣旨：倫理では例えば「男女平等」「いじめ問題」「遺伝子編集技術
の人体利用への是非」など見方や考え方が」他者と異なるような葛藤を生む
問題について取り扱う可能性がある。このような現代の倫理問題についてど
のような学びが求められているのだろうか。具体的な倫理の問題を事例に挙
げてあなたの考えをまとめなさい。 

実施時期と

提出期限 

第 8回授業から第 14
回授業時までに提出
すること。 

事後学習 

レポートへの助言・
質疑を通して学習を
振り返り学習内容の
定着を図る。 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
高齢者介護論Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SNMP2111 

２．授業担当教員 岡田 稔 

４．授業形態 講義 グループワーク ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
原則、高齢者介護論Ⅰを履修済みであること 

７．講義概要 

様々な状態における高齢者の生活に視点をあて、事例を通して区分：「人間と社会」「こころとからだのし

くみ」で学習したことを具体的に反復しながら、生活支援を行う上で必要な考え方や支援の視点について習

得できるよう授業を展開する。 

８．学習目標 

以下について理解し、援助の方向性が見出せるようにする。 

1.介護を必要とする高齢者について説明できる。 

2.介護を必要とする高齢者の生活の実際が説明できる。 

3.介護における介護福祉士の役割と支援の視点及び方法について説明ができる。 

4.尊厳を支える高齢者の介護が理解でき、説明できる。 

5.自立に向けた高齢者の介護が理解でき、説明ができる。 

6.虚弱高齢者に対する介護が理解でき、説明ができる。 

7.寝たきり高齢者に対する介護が理解でき、説明ができる。 

8.認知・知覚機能が低下した高齢者の介護が理解でき、説明ができる。 

9.様々な状態の高齢者の介護と地域との連携について説明ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

｢14.授業展開及び授業内容｣に示した通り、授業で学習した内容についてレポート作成をして提出する。 

①第2回「介護を必要とする高齢者の生活｣について 

②第7回「虚弱高齢者の生活と介護｣ について 

③第 9回「寝たきり高齢者の生活と介護｣ 

④第15回「その他の高齢者における機能低下について理解する」 

いずれも1枚程度（800字～1000字程度） 

課題研究1.2は必ず提出すること 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】介護概論で使用した『介護の基本Ⅰ・Ⅱ』を使用するため、新たに購入する必要はありません。 

【参考書】授業の中で、適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.介護を必要とする高齢者について説明でき、高齢者の生活の実際が説明できる。 

2.尊厳を支える高齢者の介護、自立に向けた高齢者の介護が理解でき、説明ができる。 

3.虚弱高齢者、寝たきり高齢者に対する介護が理解でき、説明ができる。 

4.認知・知覚機能が低下した高齢者の介護が理解でき、説明ができる。 

5.様々な状態の高齢者の介護と地域との連携について説明ができる。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度、を総合的に評価する] 

1.レポート 70％ 

2.授業態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

高齢者介護論Ⅰを基に実践的な支援が行なえるよう事例を検討しながら、学んでいくので積極的な発言をし

ながら学習してもらいたい。また、領域：「こころとからだのしくみ」と「人間と社会」で学んだことを常に

振り返りながら学習してもらいたい 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

講義の概要説明と進め方について 

テーマ｢介護を必要とする高齢者｣  

本科目の説明と進め方について、「心身機能・身体構造」

を理解するとともに、介護を必要とする高齢者がどのよ

うな状況であるかを理解する。 

事前学習 
シラバスをよく読み、本科目の内容を理解す

る。高齢者介護論Ⅰの内容を振り返る 

事後学習 要介護高齢者の状況を整理する 

第２回 

テーマ｢介護を必要とする高齢者の生活｣  

介護を必要とする高齢者の生活の個別性・その人らしさ

について、高齢者の生活様式、習慣、価値観の多様性に

ついて理解しながら、介護福祉士として関わる視点を学

ぶ。授業の内容を授業内でミニレポートにまとめる。 

事前学習 要介護高齢者の生活を考える 

事後学習 
要介護高齢者の生活を支える専門職として

の視点を整理する 

第３回 

テーマ｢尊厳を支える高齢者の介護｣  

事例を通して尊厳を支える高齢者の介護を理解する。 

事例について具体的に尊厳について検討し、自分でまと

めて発表する。 

事前学習 示された事例を熟読する 

事後学習 
尊厳を支える高齢者の介護について整理す

る 

第４回 

テーマ｢自立に向けた高齢者の介護｣  

事例を通して自立に向けた高齢者の介護を理解する。 

事例について具体的に自立についてまとめを発表する。 

事前学習 示された事例を熟読する 

事後学習 
自立に向けた高齢者の介護について整理す

る 

第５回 

テーマ｢地域の連携｣  

事例を通して介護を必要とする高齢者とその家族、地域

の連携を理解する。様々な連携が必要な場面を提示し

事前学習 示された事例を熟読する 

事後学習 地域の連携の必要性について整理する 



 

 

て、どのような連携が必要であるか具体的に考えて発表

する。 

第６回 

テーマ｢虚弱高齢者・ソレイユ｣  

「こころとからだのしくみ」の理解を踏まえた上で虚弱

高齢者を理解する。虚弱高齢者の特性を踏まえた上で、

必要な支援及び介護を理解について理解する。 

事前学習 
虚弱高齢者とはどのような高齢者であるか

考える 

事後学習 
虚弱高齢者に必要な支援・介護について整理

する 

第７回 

テーマ「虚弱高齢者の生活と介護｣  

QOL、価値観、生活習慣を尊重し、虚弱高齢者の生活を理

解する。事例を通して虚弱高齢者の介護のあり方を理解

する。授業の内容を授業内でミニレポートにまとめる。 

事前学習 虚弱高齢者の生活について考える 

事後学習 
虚弱高齢者の生活に対する介護について整

理する 

第８回 

テーマ｢寝たきり高齢者｣  

「こころとからだのしくみ」の理解を踏まえた上で寝た

きり高齢者を理解する。  

事前学習 
寝たきり高齢者とはどのような高齢者であ

るか考える 

事後学習 
寝たきり高齢者に必要な支援・介護について

整理する 

第９回 

テーマ｢寝たきり高齢者の生活と介護｣ 

QOL、価値観、生活習慣を尊重し、寝たきり高齢者の生活

を理解する。事例を通して寝たきり高齢者の介護のあり

方を理解する。授業の内容を授業内でミニレポートにま

とめる。 

事前学習 寝たきり高齢者の生活について考える 

事後学習 
寝たきり高齢者の生活に対する介護につい

て整理する 

第１０回 

テーマ｢認知・知覚機能が低下している高齢者｣ 

「こころとからだのしくみ」の理解を踏まえて上で、認

知・知覚機能が低下している高齢者を理解する。 

事前学習 
認知・知覚機能が低下している高齢者とはど

のような高齢者であるか考える 

事後学習 
認知・知覚機能が低下している高齢者に必要

な支援・介護について整理する 

第１１回 

テーマ｢認知・知覚機能が低下している高齢者の生活と

介護｣ 

QOL、価値観、生活習慣を尊重し、認知・知覚機能が低下

している高齢者の生活を理解する。事例を通して認知・

知覚機能が低下している高齢者の介護のあり方を理解

する。 

事前学習 
認知・知覚機能が低下している高齢者の生活

について考える 

事後学習 
認知・知覚機能が低下している高齢者の生活

について整理する 

第１２回 

テーマ「認知・知覚機能が低下している高齢者を支える

社会環境」 

認知・知覚機能が低下している高齢者及び、その家族を

支える社会環境を理解する。 

事前学習 
認知・知覚機能が低下している高齢者を支え

る社会環境を考える 

事後学習 
認知・知覚機能が低下している高齢者を支え

る社会環境について整理する 

第１３回 

テーマ「その他の高齢者における機能低下について理解

する」 

QOL、価値観、生活習慣を尊重し、機能低下している高齢

者の生活を理解する。事例を通して機能が低下している

高齢者の介護のあり方を理解する。授業の内容を授業内

でミニレポートにまとめる。 

事前学習 要介護高齢者等の機能低下を考える 

事後学習 要介護高齢者等の機能低下を整理する 

課題研究

１ 

課題研究テーマ「認知症高齢者の特性について述べて、どのような視点で介護を行うかまとめる。」 

提出形式：レポート形式でまとめる。A4用紙 3枚程度、手書き不可。 

実施時期：12回の授業終了後に行う。 

提出期限：第 12回の授業後提出。提出方法は後日通知する。 

     提出後、添削し、評価して返却する。 

事後学習：認知症高齢者について理解を深めておく  

課題研究

２ 

課題研究テーマ「高齢者支援における介護福祉士の役割について具体的に述べなさい。」 

提出形式：レポート形式でまとめる。A4用紙 3枚程度、手書き不可。 

実施時期：13回の授業終了後に行う。 

提出期限：授業終了後 3日以内に提出。提出方法は後日通知する。 

     提出後、添削し、評価して返却する。 

事後学習：高齢者の理解と支援の在り方について振り返りを行う。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
高齢者支援展開論 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3319 

SNMP3319 

SCMP3319 

SBMP3319 
２．授業担当教員 金 貞任 

４．授業形態 
講義、高齢者に対する面接調査、高齢者支援プラン作成、発表、 
ディスカッション 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

少子・高齢化の急速な進行に伴い、医療ニーズの高い高齢者と介護を必要とする高齢者の増加、単身世帯

と高齢者のみ世帯の増加が今後も予想されている。高齢者が介護や支援を必要とする状態になっても、住み
慣れた地域の中で生きがいと尊厳を保ちながら安心して暮らし続けるためには、医療、介護、予防、住まい、
生活支援サービスを切れ目なく提供できる地域に密着した包括ケアが必要である。それを実現するためには、

高齢者個々人のニーズに基づいたケアプランと支援が非常に重要である。 
加齢に伴う慢性疾病や ADL・IADL の低下、認知症等、リスクの高低にかかわらず高齢者が住み慣れたコミ

ュニティで生活するために、高齢者の身体的・精神的状態の改善や維持、家族介護者の負担の軽減が必要で

ある。  
本講義では、高齢者が住み慣れた地域で住み続けることを支援するために、コミュニティ独自のサービス

と介護サービスを組み合わせたきめ細かいケアプラン作成など多方面の角度から高齢者支援プランを作成す

る。 

８．学習目標 

1.高齢者支援計画の背景と目的、意義を理解する。 

2.在宅サービスの種類と要介護度に応じた支援プランを作成するために、必要な情報とは何かを把握する。 
3.市町村独自の高齢者支援政策について調査し、長所と短所を理解する。 
4.介護と医療の連携が必要な理由について調査する。  

5.支援が必要な高齢者が地域で生活するために、どのような支援プランが必要であるか調べる。 
6.介護支援専門員と同じレベルの高齢者支援プランの作成を目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.加齢に伴う要介護高齢者の身体的・精神的状況と経済的状況などのニーズを把握するために、在宅で居住

している高齢者に対する現地調査を行います。 

2.１に基づき、要介護高齢者が住み馴れた地域や在宅で生活が可能な高齢者支援計画を作成します。 

（家族介護者がいる場合は、家族介護者の介護負担の軽減を目指します） 

3.要介護高齢者の身体的・精神的状態のニーズに基づき、高齢者支援計画書を作成し、ディスカッションと

コメントを参考にその事例に最も適切な支援プランを作成します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

NPO法人千葉県介護支援専門員協議会『三訂 介護支援専門員のためのケアプラン作成事例集』中央法規。 

東京福祉大学『新・社会福祉要説』中央法規。 

＊適宜授業中にプリントなどを配布する 

【参考書】 

ケアプラン点検支援マニュアル活用の手引編集委員会『介護保険ケアプラン点検支援マニュアル活用の手引』 

白澤政和編・著『介護支援専門員のためのケアプラン作成講座』シルバー新報／環境新聞社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．要介護高齢者のニーズの発見が可能であるか。 

２．要介護高齢者のニーズに基づき個人支援プランの作成が可能であるか。 

３．介護サービスの種類を理解し、個人支援プランの作成の時に応用可能であるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加度（ディスカッション、質問など） 総合点の 30％ 

２．グループレポート（アサイメント（宿題）含む）         40％ 

３．個人レポート発表と提出                    30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

＜受講生に期待される学習態度＞ 

1. 高齢者のニーズに基づいた適切な支援とは何かについて、常に考え実践することを望みます。 

2. 宿題と発表は、義務であるため、守る必要があります。 

3. 授業には自分なりの問題意識や課題を持って、積極的な態度で参加することを望みます。 

4. 理解できないことや疑問点がある場合は、必ず質問してください。質問することは、学んでいる者にと

って決して恥ずかしいことではありません。 

5. 授業中に他人の発表や質問の時は、静かに傾聴してください。 

6. 授業は、正当な理由がない限り欠席・遅刻・早退をしないでください。 

7. 発表とレポート等の提出期限を厳守してください。発表とレポート提出期限を守らない場合は、正当な

理由がない限り減点になります。 

8. 授業中の私語、居眠り、携帯電話の作動、飲食等、学習活動を妨げる行為は厳禁とします。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 講義概要についてシラバスを中心に説明 

事前学習 
高齢者支援展開論の学習ノートを準備し、講

義に臨む。 

事後学習 
要介護高齢者に必要なサポートについて図

書館で調べる 



 

 

第２回 介護保険制度の現状と問題点（DVD、１章） 

事前学習 

介護サービスの種類、介護支援専門員の義務

とケアマネジメントを調べ、ノートにまとめ

る。(pp.2-8) 

事後学習 

介護サービスの現状と問題点、ケアマネジメ

ントの現状と改善策を考える。 

ICFとは何かについて調べる。 

第３回 

ICFとは何か 

http://www.oushin-

sendai.jp/download/pdf/c03/research/24-1.pdf 

高齢者に対するケアプランの記載内容の検討：ADL, 

IADL, 認知症のチェック項目を理解、ケアプランの標

本様式と記載内容の把握（１章） 

事前学習 

ICF の考え方と高齢者を支援するためにチェ

ックすべき項目とは何かについて調べてノ

ートにまとめる。(pp.9-12) 

事後学習 
居宅サービス計画書と施設サービス計画書

が違う理由について考える。 

第４回 

配偶者を亡くした独居高齢者への支援の検討、ディス

カッション・発表（グループ作業） 

（2章 1_5） 

事前学習 

配偶者を亡くした独居高齢者に対する支援

時に必要な支援策をノートにまとめる

(pp.77-90) 

事後学習 

居宅支援計画書の短所と長所を把握し、サー

ビス計画表の短所の改善策を作成する。（グ

ループ作業） 

第５回 

配偶者を亡くした独居高齢者の支援計画書の発表（グ

ループ） 

子ども家族と同居の要介護高齢者のニーズと対応 

事前学習 
子ども家族と同居する ALS女性の事例をノー

トにまとめる。(pp.22-34) 

事後学習 
ALS 症状を理解し、サービス計画表の短所の

改善策を作成する。（グループ作業） 

第６回 介護支援専門員による授業 

事前学習 

介護支援専門員の義務、ケアメネジメントの

定義、介護支援専門員の問題点とは何かにつ

いてノートに整理する。(pp.2-8) 

事後学習 

介護支援専門員は、どのような観点から計画

書を書く必要があるかを吟味する 

サービス計画書の課題を完成する（グループ

作業） 

第７回 

退院直後の ADL 低下の女性のサービス計画書の発表

（グループ） 

医療との連携により生活機能の早期改善を目指した事

例の検討、ディスカッション（DVD,2章 1_3） 

事前学習 
多職種の連携により早期改善を目指した事

例を調べノートにまとめる。(pp.35-46) 

事後学習 どのような連携が望ましいかなどを考える 

第８回 
支援が必要な高齢者に対するインタビュー調査のため

の質問項目の作成と完成：グループ作業 

事前学習 
インタビュー調査の質問項目の内容をノー

トにまとめる。(P.12) 

事後学習 インタビュー調査の項目の完成 

第９回 
支援が必要な高齢者へのインタビュー調査; 

現地調査（個人作業） 

事前学習 インタビュー調査の練習（グループ作業） 

事後学習 

インタビュー調査の結果をまとめる（個人作

業） 

発表レジュメをコピーする 

第１０回 
高齢者のニーズの発見とアセスメント、支援計画書の

作成と発表：個人発表 

事前学習 
インタビュー調査の発表の練習をする（個人

作業）配布コピーを用意する。 

事後学習 
発表内容の長所・短所を把握し、短所を改善

する 

第１１回 
高齢者のニーズの発見とアセスメント、支援計画書の

作成と発表：個人発表 

事前学習 
インタビュー調査の発表の練習をする（個人

作業）配布コピーを用意する。 

事後学習 
発表内容の長所・短所を把握し、短所を改善

する 

第１２回 
ターミナル事例の検討、ディスカッション（DVD）、支援

計画書作成 

事前学習 

ターミナルケアとは何か、どのような支援が

必要であるかを調べ、ノートにまとめる。

(pp.138-152) 

事後学習 

ターミナル状態の高齢者の支援計画書を完

成する。 

選択した事例の発表準備をする。 

第１３回 
虐待事例の支援計画書の発表、ディスカッション、ま

とめ、レポート提出 

事前学習 
支援が必要な事例を対象とした支援計画書

を完成する。発表練習をする。（個人発表） 

事後学習 

高齢者を支援するためには、どのような方法

で支援計画書を書く必要があるかを吟味す

る 

課題研究

１ 

課題研究： 老人保健施設退所の男性事例の現状と問題点、解決方法を記述する：1200字以内（2章 1_3） 

実施時期：夏休み 

提出期限：夏休みが終わった後の最初の授業 

http://www.oushin-sendai.jp/download/pdf/c03/research/24-1.pdf
http://www.oushin-sendai.jp/download/pdf/c03/research/24-1.pdf


 

 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究：虐待事例の現状と問題点、支援方法について、計画書の作成（支援計画書配布） 

レポート形式：授業中に配布 

実施時期：夏休み 

提出期限：夏休みが終わった後の最初の授業 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
高齢者福祉論 （2単位） 

３．科目番号 
SBMP1301 

SSMP1101 
２．授業担当教員 金 貞任 

４．授業形態 講義、グループレポート作成と発表、ディスカッション、小テスト ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 人類の長年の願望だった長寿化社会の実現が先進国のみならず開発途上国でも見られる現象となった。現

在日本は、少子高齢化の影響で人口の減少と介護人材の不足が社会問題となっており、社会が健全に発展す

るためには、少子・高齢社会の的確な現状の把握と問題の本質を理解し、ニーズに基づいた積極的な対応が

必要である。 

 本講義では、第１に、人口構造と世帯構成、高齢者の精神的・身体的状態、経済的状態など高齢者を取り

巻く環境について理解を深める。第２に、高齢者福祉の発展過程として高齢者福祉制度の萌芽から老人福祉

法、現在に至るまでの変化について検討する。第３に、支援が必要な虚弱高齢者、予防高齢者と要介護高齢

者の現状、公的サービスの現状と問題点などについて把握する。第４に、介護保険法に規定されている介護

に関連する介護予防と各種サービス、ケアマネジメント、終末期ケアなど諸事項に関する法律について、現

状と問題点を検討する。最後に、要介護状態になっても住み慣れた地域や選好する場所で生活し続けるため

には、どのような政策や実践が必要であるかを地域で調査を実施し、社会に貢献できることを目指す。 

８．学習目標 

1．人口学的特徴とライフサイクルの観点から高齢者の生活実態や世帯構成、経済的状況について理解を深め

る。 

2．高齢者福祉制度の仕組み、発展過程と課題について理解を深め、今後実現可能な政策とは何かを調査する。 

3．公的介護保険制度の現状と問題点について把握し、要介護高齢者の介護ニーズに適切に対応するために解 

決すべき課題を把握する。 

4．高齢者ニーズを満たす方法として、血縁関係のみならず地域ネットワークの在り方についても理解を深め、

高齢者が社会参加を積極的にするためには、どのような環境づくりが必要であるか、調べる。 

5．終末期ケアの在り方（人間観や倫理を含む）について理解し、高齢者が望む場所で最期を迎えるために、

必要な政策と地域ネットワークのありがたを理解する。 

6．介護保険制度の仕組みについて理解を深め、介護サービス事業所の現状と問題点を調査し、改善策を把握

する。 

7．相談援助活動において、要介護高齢者の人権を守るための成年後見制度など法制度の内容を理解し、成年

後見制度が普及しない理由や問題点を把握する。 

8．本科目は、国家試験科目であり、国家試験に通用するレベルまで実力アップを図ることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．グループごとに介護サービス事業所の現状と問題点、今後解決すべき課題とは何かについて、介護事業

所のキーパーソンを対象にインタビュー調査の実施、レポートを作成します。 

2．レポートの提出期限を厳守します。 

3．事前学習・事後学習を徹底的にします。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

杉本敏夫・橋本有里子編、『学びを追及する高齢者福祉』保育出版社。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規。 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．高齢社会の理解と高齢者の特徴について理解されているのか 

2．高齢者と関連した法律や制度について理解されているか 

3．介護保険制度（財政やサービス等）について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

＜受講生に期待される学習態度＞ 

1．高齢者福祉論を学ぶ理由について、常に考え、論理的に答えることができるように務めます。 

2．宿題と発表は、義務として完成させる必要があります。 

3．授業には自分なりの問題意識や課題を持って、積極的な態度で参加することを望みます。 

4．理解できないことや疑問点がある場合は、必ず質問してください。質問することは、学んでいる者にとっ

て決して恥ずかしいことではありません。 

5．授業中に他人の発表や質問などに傾聴してください。 

6．授業は、正当な理由がない限り欠席・遅刻・早退をしないでください。 

7．発表とレポート等の提出期限を厳守してください。発表とレポート提出期限を守らない場合は、正当な理

由がない限り減点になります。 

8．授業中の私語、居眠り、携帯電話の作動、飲食等、学習活動を妨げる行為は厳禁とします。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義概要についてシラバスを中心に説明 

高齢者のイメージについてディスカッション 

事前学習 
高齢者福祉論のノートを準備し、講義に臨む

こと 

事後学習 
高齢者の身体的特性について、教科書とイン

ターネットを利用して具体的に調べる。 

第２回 高齢者の生活の現状と課題（2章） 

事前学習 
高齢者の生活の現状について、重要な部分を

ノートに整理する（pp.21-30）。 

事後学習 
高齢者の生活の問題とは何かを自分の言葉

でまとめる 

第３回 高齢者福祉の発展過程（3章） 

事前学習 
高齢者福祉の発展過程について、重要な部分

をノートに要約する（pp.31-36）。 

事後学習 
高齢者福祉の発展過程において、法律の改正

が必要な理由について吟味する 

第４回 介護保険制度とは何か（8章） 

事前学習 
介護保険制度の創設の理由と仕組みなどに

ついてノートに整理する（pp.96-104）。 

事後学習 
介護保険制度が必要な理由と問題点は何か

について整理する。 

第５回 介護支援専門員とケアプラン作成：外部講師 

事前学習 

居宅介護支援事業所と介護支援専門員の仕

事の内容、問題点は何かについて、新聞記事

やインターネットを使い調べ、ノートに整理

する(pp.100-101参照)。 

事後学習 
居宅介護支援者は、どのような方法でプラン

を設定する必要があるか考える。 

第６回 介護の現状と家族支援（5章） 

事前学習 
介護の現状と家族支援のありかたについて、

重要な部分をノートに要約する（pp.50-64）。 

事後学習 
高齢者に対する家族支援が必要な理由につ

いて吟味する。 

第７回 
認知症ケアと終末期ケア：（DVD 感想）（6 章）、ディス

カッション 

事前学習 
認知症ケア、終末期ケアの現状と問題点につ

いてノートに整理する(pp.70-74)。 

事後学習 ビデオ感想文を作成する（1,000字程度）。 

第８回 高齢者福祉に関する法制度（7章） 

事前学習 

老人福祉法、高齢者の虐待、高齢者の雇用な

どに関する法律について、重要な部分をノー

トに整理する（pp.75-94）。 

事後学習 

新聞やニュースで報じられている高齢者の

虐待について、最近の事件を調べ、解決策と

は何かを考える 

第９回 

介護保険制度の現状と問題点：VTR 

介護サービスの事業所のキーパーソン、または高齢者

に対するインタビュー調査内容の作成（グループ作業） 

事前学習 

介護保険制度の施設サービスと居宅サービ

スの種類について、サービス内容をノートに

整理する（pp.105-132）。 

事後学習 

インタビュー調査の内容を完成する。インタ

ビュー先に連絡し、電話調査の日程の調整な

どをする。（グループ作用）。 

第１０回 

介護保険者（市町村）、居宅サービス、入所施設、高齢

者に対するインタビュー調査の結果の発表（グループ

発表） 

事前学習 

インタビュー調査の発表内容の最終チェッ

ク（教科書とインターネットで調べた内容も

含む）と発表練習、配布資料のコピー（グル

ープ作業）(pp.130-132, 108-109, 136-137, 

162-163)。 

事後学習 

介護入所施設の長所を生かし、短所を改善す

るためには何が必要であるかを考える。反省

会（発表グループ）。 

第１１回 

居宅サービス事業所：訪問看護事業所、訪問介護事業

所、認知症対応型共同生活介護、地域密着型サービス、

社会福祉協議会について発表（グループ発表） 

事前学習 

インタビュー調査の発表内容の最終チェッ

ク（教科書とインターネットで調べた内容も

含む）と発表練習、配布資料のコピー（グル

ープ作業）(pp.121-127, 108-109)。 

事後学習 

在宅サービス事業所の問題とは何か、その問

題を解決するためには、何が必要であるか、

新聞記事や ITを使い調べ、整理する。反省会

（発表グループ）。 

第１２回 
福祉用具事業所、有料老人ホームについて発表（グル

ープ発表）。高齢者の生きがい：VTR 
事前学習 

インタビュー調査の発表内容の最終チェッ

ク（教科書とインターネットで調べた内容

も含む）と発表練習、配布資料のコピー

（グループ作業）。生きがいが必要な理由、

生きがいの種類について、新聞記事や ITを



 

 

使い調べ、ノートに整理する（pp.168-

176,152-153）。 

事後学習 

反省会（発表グループ）。生きがいが見つから

ない高齢者への援助方法について調べる

（pp.142-147）。 

第１３回 授業のまとめ、ディスカッション 

事前学習 
高齢者福祉を勉強する必要性と授業で発見

したことをノートに整理する。 

事後学習 

高齢者が生きやすい社会を目指すために、ソ

ーシャルサポートとソーシャルネットワー

クがどうあるべきかについて ITなどで調べ、

まとめる。 

課題研究

１ 
課題研究：高齢者の特性及び症状の現状と問題点を記述する（1500字以内）（4章）。 

課題研究

２ 
課題研究：介護サービス事業所のキーパーソン、または高齢者に対するインタビュー調査：電話調査（1000字） 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
国語（書写を含む）（小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDEL2301 

EDEL1301 
２．授業担当教員 西田 太郎 

４．授業形態 講義 演習 討議 発表  ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「国語科指導法」の基盤をなす科目である。 

７．講義概要 

 国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高めることは、私たちが豊かな言語活動

を展開するために必要不可欠である。加えて子どもたちに国語への関心を高め、国語を尊重する態度を育て

るためには、指導者が母語（日本語）に愛着心を抱き、日本語についての確かな知識を身に付けることが大

切である。指導者が言語感覚・能力を培い、思考力・判断力・表現力を育成することが、感性や情緒をはぐ

くみ、人間形成や社会参加につながることを理解した上で、子どもたちの発達段階に応じた国語教育のあり

方について学習する。 

８．学習目標 

国語に対する関心を深め、思考力や想像力、言語感覚を磨き、国語を尊重する態度を育てるためには、指

導者自らが、日本語についての正しい知識を身に付ける必要がある。そのために、次のことを学習目的とす

る。 

１ 日本語の現状と、日本語を取り巻く課題、問題点等を理解することができる。 

２ 小学校の「国語科」を指導する教師として必要な「日本語」についての基礎的知識を身に付けることが

できる。 

３ 「国語科」の教材としての「日本語」を考えることができるようになる。 

４ 我が国の言語文化を継承・発展させ、よりよい言語生活の実現に向けて、これからの国語力や国語教育

について考えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポート課題 

 「周囲で見聞きする日本語の表現・理解に関する疑問点や問題点を挙げ、その原因と解決方法を自分はど

のように考えるか」について、授業での学習内容を踏まえ、1200字程度でまとめる。このレポートの内容を

踏まえた期末試験を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】指定しない。※必要に応じて、プリント資料を配付する。 

【参考書】岡本夏木『ことばと発達』岩波新書、1985 

金田一春彦『日本語 新版（下）』岩波新書、1988 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 日本語（国語）の現状と、日本語を取り巻く課題、問題点等を理解することができたか。 

２ 小学校の「国語科」を指導する教師として必要な「日本語」についての基礎的知識を身につけることが

できたか。 

３ 我が国の言語文化を継承・発展させ、よりよい言語生活の実現に向けてこれからの国語力や国語教育に

ついて考えることができたか。 

○評定の方法 

  授業への積極的参加態度    ４０％ 

  宿題、レポート、小テスト等  ４０％ 

  期末試験           ２０％ 

 上記のほか、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

国語科教師として子どもたちを指導するからには、日本語を話し(聞き)、読み、書くことにおいて、子ど

もたちの見本にならなければなりません。この科目では、国語科教師として必要な日本語についての知識を

深めるとともに、子どもたちに何を指導すればよいのかを考えます。 

講義内では、学生による発表とそれに基づく討議の機会を多く取り入れ、個々の理解を深めていきます。そ

のため、毎回の事前学習が積極的な授業参加の前提になります。主体的に学び、国語科教師にふさわしい日

本語の力を身に付けていきましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの確認、授業展開及び学習への取り組み方の説

明、レポート課題と期末試験の確認 

事前学習 
シラバスを読み、学習目標と授業の内容・流

れを理解しておく。 

事後学習 授業の進め方や参加の仕方を確認しておく。 

第２回 

国語科では何を指導するのかについて問い直す。 

（指導事項、言語活動例、単元を貫く言語活動などにつ

いて理解する） 

事前学習 
配付資料を読み、事前学習プリントを仕上げ

る。 

事後学習 
国語科の指導内容について、自分の言葉で説

明できるように整理する。 

第３回 
「話すこと・聞くこと」の指導について考える。 

（高学年の指導を事例にして） 

事前学習 
配付資料を読み、事前学習プリントを仕上げ

る。 

事後学習 

「話すこと・聞くこと」の指導事項から、ど

のような言語活動が考えられるか自分なり

に整理する。 

第４回 
「話すこと・聞くこと」の言語活動を体験する。 

（自分の好きな絵本を推薦する活動） 

事前学習 発表用の事前課題を仕上げておく。 

事後学習 
実際に体験して感じた難しさに対し、どのよ

うな支援が考えられるか整理する。 

第５回 
「書くこと」の指導について考える。 

（中学年の指導を事例にして） 
事前学習 

配付資料を読み、事前学習プリントを仕上げ

る。 



 

 

事後学習 
「書くこと」の指導事項から、どのような言

語活動が考えられるか自分なりに整理する。 

第６回 
「書くこと」の言語活動を体験する。 

（調べたことの報告文を書く活動） 

事前学習 発表用の事前課題を仕上げておく。 

事後学習 
実際に体験して感じた難しさに対し、どのよ

うな支援が考えられるか整理する。 

第７回 
「読むこと」の指導について考える。 

（高学年の指導を事例にして） 

事前学習 
配付資料を読み、事前学習プリントを仕上げ

る。 

事後学習 
「読むこと」の指導事項から、どのような言

語活動が考えられるか自分なりに整理する。 

第８回 
「読むこと」の言語活動を体験する。 

（文章を読み比べて自分の考えを明確にする活動） 

事前学習 発表用の事前課題を仕上げておく。 

事後学習 
実際に体験して感じた難しさに対し、どのよ

うな支援が考えられるか整理する。 

第９回 

「読むこと」を指導するための教材について考える。 

（低学年の「文学的文章の解釈に関する指導事項」に基

づいて） 

事前学習 
教材としてふさわしい絵本等の文章を探し

て準備する。 

事後学習 
教科書の文章は指導事項を指導するための

一つの事例であることを確認する。 

第１０回 

・ことばの発達について理解する。 

・現代の日本語の表現や理解について考える。 

（身の回りの言葉遣いを振り返る） 

事前学習 
ことばの発達についての配付資料を読み、事

前学習プリントを仕上げる。 

事後学習 言語の特徴について整理する。 

第１１回 課題レポートを発表し、それに基づき討議する。 

事前学習 発表用の課題レポートを仕上げておく。 

事後学習 
レポートの検討された箇所を確認し、さらに

考察を深め、修正する。 

第１２回 
「我が国の言語文化に関する事項」・「言葉の特徴や使い

方に関する事項」について考える。 

事前学習 発表用の事前課題を仕上げておく。 

事後学習 語彙、敬語等の正しい知識を整理しておく。 

第１３回 
①「書写」について考える。 

②本授業で身に付けたことについて振り返る（総括）。 

事前学習 
本授業での自身の学びについて、考えをまと

めておく。 

事後学習 
国語科教師として身に付けておくべき知識

や技能を整理しておく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回の講義内容から、「国語科では何を指導するのか」ついてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：所定用紙（A４打ち出し原稿可 1000字程度） 

実施時期：第２回の授業後 

提出時期：第３回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換については第６回授業終了後に教室で行う。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第１０回の講義内容から、「周囲で見聞きする日本語の表現・理解に関する疑問点や問題点を挙げ、

その原因と解決方法を自分はどのように考えるか」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：所定用紙（A４打ち出し原稿可 1000字程度） 

実施時期：第１０回の授業後 

提出時期：第１２回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換については第１１回授業での発表後に教室で行う。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
国際関係論（国際法を含む） （2単位） 

３．科目番号 GELA3318 

２．授業担当教員 小野 智一 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目履修にあたっては事前に以下に挙げる科目の事前・事後履修を推奨します。履修可能な範囲で意欲的
に取り組んで下さい。 
事前・事後履修を推奨する科目：「政治学」「経済学」「国際社会と日本」「世界史」「日本史」 

７．講義概要 
本科目は、国際政治や国際経済に関する諸問題について理解を深めることを目的とする。また、人権、国

家主権や領土の問題など、国際法の考え方についても取り上げる。 

８．学習目標 

1) 国際関係論における基本的な考え方、重要な概念について理解し説明できる。 

2) 国際社会における政治・経済動向について関心をもち、諸問題について多面的に検討し思考することが

できるようになる。 

3) 国際社会における行動主体とその関係について理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

リーディングアサイメントを課します。論述で解答する場合と確認テストにて解答を求める場合があります。
基本的に、2回以降はテキスト持参が必須になります。前回講義時に指定された範囲のテキストの読み込みと
ともに、各講義回に設定された課題について自分なりの解答をもって講義に臨んでください。 
講義では上記をリーディングアサインメント（RA）と称して事前・事後学習課題を作成し、配付します。

授業内で解説することになりますが、事前に教科書を読んで課題を解答してください。なお、解説後は事後
学習ののちに教員に提出することとします。提出方法については授業内で案内します。配付を受けるまでは
上記課題を意識してテキストの各章を読んでみましょう。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
 北岡伸一『国連の政治力学―日本はどこにいるのか』中央公論新社、2007年。 
（以下、シラバス内ではこの文献をテキストと呼称する。） 

【参考書】 
1) 中西寛ほか『国際政治学』有斐閣、2013年。 
 本講義ではサブテキストとして紹介する。 
2) 田中明彦・中西寛編『新・国際政治経済の基礎知識』有斐閣ブックス、2004年。  
 国際政治、国際経済の分野の専門用語、トピック 163項目を解説しています。「集団安全保障」「開発主義」
といった本科目でも取り扱う概念について更に理解を深めたいときに有益です。 

3）羽場久美子・増田正人編『21世紀国際社会への招待』有斐閣ブックス、2003年。 
 最新事情については参照できないが、1990 年代からの国際社会の変化について 22 のトピックで分かりや
すく解説している。 

4) 東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 
5) 原康著『岩波ジュニア新書 国際関係がわかる本』岩波書店、1999年。  

高橋和志ほか『岩波ジュニア新書 国際協力ってなんだろう』岩波書店、2010年。  
教科書の内容に難しさを覚えた学生は参照することをお勧めします。後者は教科書の第 6章～10章で取り
扱いのある、アジアの状況について中心的に取り上げております。 

ほか、高等学校歴史地理において使用した世界史資料集などが本科目の学習の手助けになる。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 国際関係論における基本的な考え方、重要な概念について理解し説明できる。 

2) 国際社会における政治・経済動向について関心をもち、諸問題について多面的に検討し思考することが

できるようになる。 

3) 国際社会における行動主体とその関係について理解できるようになる。 

○評定の方法 

成績評価の規準１)～３)についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（ディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、試験・レポートから評価する。（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

国際関係論が取り扱う領域は広範にわたります。原則、テキストのトピックについて学習を進めていくこ
とになります。そのため、シラバスの授業内容に無いトピックで、学生側からの希望があれば、内容を確認
し、受講者とともに審議したうえで授業内容として取り上げるようにしていきます。 
本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の条件を設定しています。 

①授業に集中してください。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 
②欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告してください。（事後に提出してください。
事前は口頭報告するようにしてください）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不合
格となります。 

③明らかに受講態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も受講態度の改善が見られな
いと判断された場合、課題提出状況の如何に関わらず単位の修得は認めません。 

④教員による解説中は携帯電話の電源を切ってください。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて使
用の許可を出すこととします。 

また、教員は次のことを実行します。 
①授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行います。 
②受講生全員に聞こえる大きさの声で話をします。また、専門用語はわかりやすく説明します。 
③一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言・発表等）できる双方向対話型の学習環境を作ります。 

④遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切な態
度が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組みます。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他者
の学習を阻害する行為をした場合は減点対象とします。受講生各自が社会人として自立成長しようという自
覚を持って講義に参加することを期待します。 

13．オフィスアワー 講義前後の時間もしくは e-mailにて対応します。toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
（シラバスを必ず持参すること。コピーな
ども可。） 
国際関係論についての基礎知識 

事前学習 
テキストの目次を参考に国際関係論（国際政治学および国
際法について）が議論する観点を見ておくこと。 

事後学習 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。 
課題：リアリズムとリベラリズムとは何か。 

次時以降のリーディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第２回 
世界の中の国連、国連の中の日本①…第 1章 
アメリカ・システムとは？ 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連の現状について調べてみよう。 

第３回 
世界の中の国連、国連の中の日本②…第 1章 
国連分担金から考える各国の動き 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題北岡伸一『国連
の政治力学―日本はどこにいるのか』について質問事項と
してまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連の果たす役割について調べてみよう。 

第４回 国連総会のダイナミクス…第 2章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。  

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連における日本の役割について調べてみよう。 

第５回 

国際政治の歴史的視角① 
近代ヨーロッパ主権国家体制と国際政治理
解（１） 
ドイツ三十年戦争およびウェストファリア
体制の現代的評価 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：ドイツ三十年戦争の経過を教科書以外の参考文献も

活用して調べてみよう。 

第６回 

国際政治の歴史的視角２ 
近代ヨーロッパ主権国家体制と国際政治理
解（２） 
フランス・ドイツに見る「国民国家」形成の
過程 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：フランス・ドイツ国家の国民意識が形成される過程

には何があったのだろう。 

第７回 戦後日本外交と国連…第 3章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：「国連中心主義」について調べてみよう。 

第８回 外交という仕事…第 4章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題： 発展途上国への支援はどうあるべきか考えてみよ

う。 

第９回 国連代表部から見える世界…第 5章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：シェリング『行動の自由の逆説』とは何か調べてみ

よう。 

第１０回 安全保障理事会から見える世界…第 6章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：なぜ軍拡競争が起こるのか。囚人のジレンマの論理

を手がかりに考えてみよう。 

第１１回 PKOの実態…第 7章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：日本の PKO活動について調べてみよう。 

 

 

 



 

 

第１２回 安全保障理事会改革の意味…第 8章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国家と国際連合の関係について考えてみよう。 

第１3回 
国連の政治力学―なぜ改革は停滞するのか
…第 10章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連で影響力を発揮するには  

課題研究 

  1 

テーマ：国民国家の成立について  
レポート形式：A4用紙 1枚程度 
テーマの趣旨：講義で紹介したフランス、ドイツにおける国民国家の成立過程について、いずれか 1国を事例としてま

とめること。講義内で資料を別途配布する予定。 
実施時期と提出期限：第 6回授業から第 11回授業時までに提出すること。 
事後学習：レポートへの助言・質疑を通して学習を振り返り学習内容の定着を図る。 

課題研究 

  2 

テーマ：歴史認識問題について 
レポート形式：A4用紙 1枚程度 
テーマの趣旨：テキスト第 9章で述べられる筆者の意見を読み、どのような意見を持ったかまとめること。テキストで

述べられる筆者の意見はあくまで意見であり、考え方として筆者と対立する意見を持つこともありう
る。筆者に賛同する意見でも、筆者に反対する意見でも減点は行わない。自分の意見をまとめること。 

実施時期と提出期限：第 12回授業から第 14回授業時までに提出すること。 
事後学習：レポートへの助言・質疑を通して学習を振り返り学習内容の定着を図る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
国際社会理解入門 （2 単位） 

３．科目番号 EIIE2101 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 講義、グルーブ議論、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
国際教育コース2年必修 

７．講義概要 

国際社会とは何か。国家間や多文化に生じる問題を理解するには、どのような視点が必要なのでしょうか。

この講義では、「国民」とはだれか、「移民」と「難民」の境界線は何なのか、国境を越えて維持される家族は

増加し、文化的価値観や言語がメディアや SNS を通して拡散されることは何を意味するのかということを考

えていきます。また、これらの「国境を越えた社会現象についてのテーマ」を基に、文献や映像に触れなが

ら、講義、議論そして発表を通して理解を深め考えていくことを目的としています。 

８．学習目標 

１．「国際社会」を形成する要因について理解を深め、説明できる。 

２．国際社会問題について多角的な視点から捉えることができる。 

３．議論を用いて、効果的に問題の解決法等を導き出すことができる。 

４．発表を通して、関心のあるテーマについて効果的に他者に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎週、一つのテーマについて議論が行われるが、それについて課題が設定される。 

議論と発表が主な評価の対象となる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

三成美保・姫岡とし子・小浜正子著 『歴史を読み替える ジェンダーから見た世界史』大月書店、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

以下の点が達成されたかを基準とし、評価される。 

１．「国際社会」を形成する要因について理解を深め、説明できるようになったか。 

２．国際社会問題について多角的な視点から捉えることができるようになったか。 

３．議論を用いて、他者と効果的に問題の解決法等を導き出すことができるようになったか。 

４．発表を通して、関心のあるテーマについて効果的に他者に説明できるようになったか。 

○評定方法 

成績評価の基準１～４についての達成度を照合しながら、以下の点を総合的に評価する。 

１． 全体的な授業への参加意欲・態度 (30%) 

２． 議論や共同作業への貢献  （30％） 

３． 課題提出   （40％） 

なお、本学規定により、3／4 以上(4 回)の出席が確認できない場合は、単位の修得が認められないので留意

しておくこと。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

んの中にしまうこと。 

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

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

遅延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

４．授業を欠席した場合、その授業で出された課題等を自ら教員へ確認し、後に提出することにより挽回で

きるが、これを放置しておくと減点となるので留意すること。 

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

スカッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

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

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

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

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

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

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

ついて十分に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

1 章 

 

ジェンダーの視点から見る国際社会 

事前学習 教科書を購入し、pp.2~28 を読んでおく。 

事後学習 
シラバスをよく読み、不明な点は次の授業で質問するよう備えて

おく。 

第２回 

2 章 

 

古代ローマの共和政と家父長制 

事前学習 
教科書 pp. 32~46 を読み、授業中に提示された質問に対して答え

られるよう準備をしておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

  



 

 

第３回 

3 章 

 

アジア・アフリカ・アメリカの古代文

明における性別分業、親族組織、宗教・

宇宙観 

事前学習 教科書 pp. 50~60 を読み、議論に備えておく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第４回 

４章 

 

東アジアにおける貴族制社会の女性

と農耕社会における母権 

事前学習 

教科書 pp. 64~72 を読み、議論に備えておく。また、次回の授業

は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこと

について、質問をすることから始めるので、質問等をまとめてお

く。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第５回 

５章 

 

イスラーム社会と家父長制 

と婚姻と家族をめぐる法 

事前学習 
教科書 pp.76~82 を読み、授業中に提示された質問に対して答え

られるよう準備をしておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第６回 

６章 

 

中世ヨーロッパの女性知識人と大学 

事前学習 教科書 pp. 86~106 を読み、議論に備えておく 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第７回 

７章 

 

モンゴル帝国の皇后とチンギス家の

婚姻戦略 

 

事前学習 

教科書 pp. 100~124 を読み、議論に備えておく。また、次回の授

業は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこ

とについて、質問をすることから始めるので、質問等をまとめて

おく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第８回 

8 章 

 

宗教改革とセクシュアリティ管理 

の強化 

事前学習 
教科書 pp. 128~140 を読み、授業中に提示された質問に対して

答えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第９回 

9 章 

 

大西洋奴隷貿易のなかのジェンダー 

事前学習 

教科書 pp. 146~158 を読み、議論に備えておく。また、次回の授

業は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこ

とについて、質問をすることから始めるので、質問等をまとめて

おく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１０回 

10 章 

 

社会主義・共産主義思想と女性 

事前学習 
教科書 pp. 162~182 を読み、授業中に提示された質問に対して

答えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１１回 

11 章 

 

軍隊とジェンダー 

事前学習 教科書 pp.186~208 を読み、議論に備えておく。 

事後学習 
授業で議論された内容を顧み、何を学んだか、まだわからないこ

とについて、ノートにまとめる。 

第１２回 

１２章 

 

近代インドにおける社会改革と 

民族運動 

事前学習 

教科書 pp.212~226 を読み、議論に備えておく。また、次回の授

業は、これまでの授業でまだ分からないことや解決していないこ

とについて、質問をすることから始めるので、質問等をまとめて

おく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

第１３回 

１３章 

 

朝鮮の植民地化--「新女性」から 

「慰安婦」まで 

事前学習 
教科書 pp.230~252 を読み、授業中に提示された質問に対して答

えられるよう準備をしておく。 

事後学習 
議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分

からないことを、ノートにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「ジェンダーの視点から見る国際社会」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施期間：第７回の授業後に実施する 

提出期限：第８回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答等を８回の授業終了後に行うが、その後も毎回の授業で随時受付、適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「性の自由と家族の多様化」 

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

事前学習：教科書 pp.276～294 を読み、授業中に提示された質問に対して答えられるよう準備をしておく。 

事後学習：議論中書き止めたメモを参考にしながら、理解したこと、まだ分からないことを、ノートにまとめる。 

 



１．科目名（単位

数） 
子ども家庭支援論（2単位） 

３．科目番号 SJMP3125 

２．授業担当教員 堀 聡子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子育て家庭に対する支援の意義と役割について理解し、保育士の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と

基本について、子どもの育ちの喜びを保護者と共有することや保護者自身の子育て実践力の向上に資する支

援の重要性、保育士に求められる倫理観や受容的･共感的関わりのあり方などについて習得する。さらに、社

会資源の活用や関係諸機関との連携、子育て家庭のニ－ズに応じた様々な支援の展開、近年の子育て支援の

体制や施策についても理解を深める。 

８．学習目標 

現代の子育て家庭と子育て支援・家庭支援について理解し、説明することができる。 

わが国の子育て支援政策について理解し、説明することができる。 

保育所における子育て支援について理解し、説明することができる。 

保育の場における相談･援助について理解し、説明することができる。 

多様な子育て支援の場･人・活動について理解し、説明することができる。 

ワークショップで学ぶ子育て支援について理解し、活用することができる。 

社会に出た時に活用できる発想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業

の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

2回のミニレポートを課す予定である。ミニレポートでは、それまでの授業内容への理解を確認するととも
に、家庭支援の具体例について、自分がどのような対応をすればよいかを考える。 

また、毎回授業の最後にリアクションペーパーを提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【参考書】 

教科書は特に指定せず、授業の進行は配布資料を使用して行う。 
ただし、主な参考文献として以下のものを挙げておく。 
松本園子・永田陽子・福川須美・堀口美智子『実践家庭支援論［第 3版］』ななみ書房、2017. 
吉田幸恵・山縣文治編著『新版 よくわかる子ども家庭福祉』ミネルヴァ書房、2019． 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子ども家庭支援の全体像を講義やグループ討議を通して理解し、説明ができるようになる。 

２．相談援助の考え方と体系について理解し、説明することができるようになる。 

３．発想法や分析法など具体的な手法を活用することができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加（デスカッション・発表）   総合点の２０％ 

２．日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査・提出物） 総合点の３０％ 

３．課題レポート                  総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 子育て家庭への支援の問題は、今後、保育者にとって大きなウェイトを占めることになると考えられます。
実践の現場に身を置いてから困惑することがないように、自分が保育者、援助者になったらどうするかを考
えながら受講してもらえればと思います。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：授業の概要と進め方 

子ども家庭支援が必要とされる背景 

事前学習 シラバスの確認 

事後学習 
子ども家庭支援論を学ぶ意味について振り返

る 

第２回 子ども家庭支援のねらい 
事前学習 子ども家庭支援の意味を調べる 

事後学習 子ども家庭支援のねらいについて振り返る 

第３回 
現代社会における家族と子ども① 
家族の多様性 
ライフコースの変容 

事前学習 現代の家族問題について調べる 

事後学習 
家族の多様性、ライフコースの変容について

振り返る 

第４回 
現代社会における家族と子ども② 
家族の形態と機能の変化 
現代日本の親子関係の特徴 

事前学習 家族の形態と機能について調べる 

事後学習 
家族の形態と機能の変化、現代の親子関係の

特徴について振り返る 

第５回 
現代社会における家族と子ども③ 
子育てに悩む母親の気持ちとは 
3歳児神話 

事前学習 子育ての悩みについて調べる 

事後学習 
子育てに悩む母親の気持ち、3 歳児神話につ

いて自分の意見をまとめる 

第６回 
離婚家庭の事例を通して家庭支援を考える① 
離婚家庭の理解 

事前学習 離婚について調べる 

事後学習 離婚事例についての学習内容を振り返る 

第７回 
家庭支援の方法としての保育相談支援① 
個別援助のための手段、集団援助のための手段 

事前学習 保育相談支援について調べる 

事後学習 
個別援助のための手段、集団援助のための手

段についての学習内容を振り返る 

第８回 
家庭支援の方法としての保育相談支援② 
保護者支援のツールとしての連絡帳 

事前学習 連絡帳の役割について調べる 

事後学習 連絡帳の意義、書き方のポイントを振り返る 

第９回 
子どもの生活と遊び 
子どもの対人経験 

事前学習 
自分の子ども時代の遊び、対人経験を振り返
る 



事後学習 
子どもの生活における第三者の関わりの重要

性について振り返る 

第１０回 
ジェンダーの視点で家庭支援を考える① 
ジェンダーの視点で家庭支援を捉える意義 

事前学習 ジェンダーの視点とは何かについて調べる 

事後学習 

女性をターゲットにした子育て支援政策の問

題、リフレッシュ休暇が果たす役割と家庭支

援のあり方について振り返る 

第１１回 
ジェンダーの視点で家庭支援を考える② 
男性保育士をめぐる実態、意識 

事前学習 
実習等の経験をもとに、保育現場における男
性保育士のあり方を整理する 

事後学習 
男性保育士をめぐる実態、意識について振り

返る 

第１２回 
ジェンダーの視点で家庭支援を考える③ 

男性保育士が働きやすい職場づくり 

事前学習 男性保育士をめぐる国内外の状況を調べる 

事後学習 
男性保育士が働きやすい職場にするためには

どうしたらよいかを考える 

第１３回 海外の子ども・子育て支援 

事前学習 海外の子ども・子育て支援について調べる 

事後学習 
海外の子ども・子育て支援から日本が学べる

ことを考える 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 6回授業の内容を踏まえて、「離婚によってひとり親家庭となった子どもと親について、①どのよう

な困難を抱えることになるか、また、②どのような支援が必要か」をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：第 1回から第 13回までの授業内容を振り返り、まとめのプリントを完成させる。 

形式：まとめのプリントを配布。 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業終了から 2週間後までに提出する。 

事後学習：間違えた箇所を中心にプリントをよく復習し、子ども家庭支援論の全体像を把握する。 
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１．科目名（単位

数） 
子どもの食と栄養 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3358 

SJMP3121 

EDHE3334 ２．授業担当教員 小板谷 典子 

４．授業形態 講義、演習（課題作成および発表含む）、調理実習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小児期の栄養と食生活の重要性を理解し、一生涯の食生活の意義を理解する。また保育者として、小児の

発育と発達の特徴を踏まえた栄養と食のあり方を理解し、保育所における望ましい食のあり方について理解

を深める。さらに最近の食にまつわる様々な問題にふれながら、保護者と子どもの総合的な食育や保育所に

おける食の実践について理解する。 

８．学習目標 

１）栄養、食生活の基礎知識を身につける。 

２）小児期各期の栄養と食生活について学び、説明することができる。 

①妊娠期（胎児期） ②新生児期 ③乳児期 ④幼児期 ⑤学童期・思春期 

３）保育士としての食の援助の役割について学び、説明することができる。 

４）疾患をもつ小児の栄養・食生活について学び、説明することができる。 

５）小児の食の問題について学び、説明することができる。 

６）子どもとその家族に対する栄養教育・食教育について学び、知識を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント：・毎回、授業前にテキスト該当ページに目を通し、重要箇所や不明箇所をチェックしておく。 

・授業後は要点を整理し、自分の言葉でノートにまとめる。 

・既習関連科目を復習しておく（子どもの成長、発達の特徴等）。 

課題：・調乳レポート（指定用紙）。提出期限は講義内で提示。期限厳守。 

   ・子どもの食問題に関する事例レポート（テキスト内）。詳細は講義内で指示。期限厳守。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 上田玲子/編著『新版 子どもの食生活―栄養・食育・保育―』ななみ書房 2017 

【配布資料】ほぼ毎回配布。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）栄養、食生活の基礎知識を身につける。 

２）小児期各期の栄養と食生活について学び、説明することができる。  

①妊娠期（胎児期） ②新生児期 ③乳児期 ④幼児期 ⑤学童期・思春期 

３）保育士としての食の援助の役割について学び、説明することができる。 

４）疾患をもつ小児の栄養・食生活について学び、説明することができる。 

５）小児の食の問題について学び、説明することができる。 

６）子どもとその家族に対する栄養教育・食教育について学び、知識を身につける 

○評定の方法 

総合的に評価する期末試験   50% 、提出課題   20%、 受講態度   30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもの食生活は、生涯の健康維持につながる大切なものです。食育を実践する立場として、まずは自分

の食生活を見直し、改善する努力から始めましょう。 

子どもの食事を考える上で、栄養素の機能、消化吸収、代謝、食べ方の基本を理解することは必須です。

また、成長に見合った栄養の必要量については、食事摂取基準の理解も必要となります。健全な成長を促す

食事をサポートするために、どんな知識やスキルが必要かを常に考えながら授業に臨みましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス、子どもの食生活と栄養 
事前学習 テキスト pp.1～34、246～247、272～275 

事後学習 食生活自己チェック１をリストアップ。 

第２回 
栄養素の基礎知識① 

糖質、脂質、たんぱく質の栄養、消化吸収、代謝 

事前学習 テキスト pp.35～47 

事後学習 エネルギー産生栄養素の要点整理。 

第３回 
栄養素の基礎知識②  

ビタミン、ミネラル、食物繊維、水の役割 

事前学習 テキスト pp.42、43、47～49 

事後学習 
子どもに要注意のビタミン、ミネラル、食物繊

維源、水分についてまとめる。 

第４回 

食生活の基本（食べ方、栄養バランス、食品、衛生管

理） 

わが国の栄養基準（日本人の食事摂取基準、食生活指

針、食事バランスガイド） 

事前学習 
テキスト pp.53～64、259、260 

テキスト pp.50～53、248～258、270～271 

事後学習 

食生活自己チェック２を記入。食品群の意義、

衛生管理の要点をまとめる。 

食事摂取基準の指標と意味を整理する。その上

で基準値一覧表を再読する。 

第 5回 妊娠期（胎児期）、産褥期の食生活と栄養（母性栄養） 

事前学習 テキスト pp.121～129 

事後学習 
妊婦、授乳婦の食生活ポイントを、子どもの健

全な成長、発達の面から整理する。 

第 6回 新生児期、乳児期前半の食生活と栄養（乳汁栄養） 
事前学習 テキスト pp.65～79、261 

事後学習 母乳の利点、ミルクの種類を整理する。 

第 7回 乳児期後半の食生活と栄養、離乳 

事前学習 テキスト pp.65～66、80～94、205～224 

事後学習 
GW資料で総復習。離乳の進め方について要点整

理。 
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第 8回 調乳実習（実習、レポート作成） 
事前学習 

テキスト pp.74～79、261。調乳、消毒のポイン

トを整理する。衛生管理を復習しておく。 

事後学習 調乳レポートの完成。 

第 9回 離乳食実習（実習、レポート作成） 
事前学習 

テキスト pp.80～92、離乳の進め方、ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ

を復習しておく。 

事後学習 離乳食レポートの完成。 

第 10回 幼児期の食生活と栄養 

事前学習 テキスト pp.95～108、226～239 

事後学習 
GW資料で総復習。幼児の間食、問題点について

要点整理。 

第 11回 学齢期、思春期の食生活と栄養 

事前学習 テキスト pp.109～120 

事後学習 
GW資料で総復習。学校給食、摂食障害と栄養に

ついて要点整理。 

第 12回 特別な配慮を要する子どもの食生活と栄養 

事前学習 テキスト pp.131～154、224～226 

事後学習 

GW資料で総復習。体調不良時の食事、子どもの

病気と留意すべき栄養、障がい児と食事につい

て、それぞれ要点整理。 

第 13回 食育―食を通して子育ちと子育てを支援する 

事前学習 テキスト pp.169～192、241～243、262～269 

事後学習 
食育の実践と食生活サポートの要点を自分の

言葉でまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1～4回の講義内容を踏まえて、「栄養素の働きと食生活」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚以上 

実施時期：第 4回授業後に実施する。 

提出期限：第 6回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「家庭や児童福祉施設における食生活」 

実施時期：授業内で周知する 

事前学習：テキスト pp.155～168、239～240 

事後学習：GW資料で総復習。保育所の給食、家庭との連携についてポイントを整理する 

期末試験 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
子どもの保健 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2363 

SBMP2363 

SCMP2363 

SPMP2363 

SJMP2122 

２．授業担当教員 佐野 葉子 

４．授業形態 講義、グループワーク、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子どもの心身の健康増進を図るための保健活動の意義を理解する。子どもの運動機能及び生理機能の発

達と保健について理解する。また、子どもの健康状態、心身の不調時の観察方法、発育・発達の把握と健康

診断を具体的に学ぶ。子どもの疾患についての病態生理、その予防方法と保育者としての適切な対処方法に

ついて学ぶ。現代社会における子どもの健康に関する現状と課題を学び、虐待の防止方法、早期発見、対応

方法、保護者との連携や、地域との連携を学ぶ。 

８．学習目標 

1）子どもの形態的発育、機能的発達、精神機能の発達について学び、説明することができるようになる。 

2）小児期の発育・発達に必要な栄養、ことに母乳哺育について学び、説明することができるようになる。 

3）子どもの生活リズムについて学び、説明することができるようになる。 

4）子どもによくみられる疾病とその対処法について学び、説明することができるようになる。 

5）小児期の事故と安全教育、保育環境について学び、説明することができるようになる。 

6）母子保健の現状と課題について学び、説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内で指示します 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】中根淳子編著『子どもの保健』ななみ書房、2019年 

【参考書】中根淳子編著『子どもの健康と安全』ななみ書房 2019年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）子どもの成長および発達について説明することができる。 

２）小児期の成長・発達に必要な栄養、ことに母乳哺育の意義について説明することができる。 

３）子どもの生活リズムや基本的生活習慣を説明し、実践することができる。 

４）小児期によくみられる疾病とその対処法を説明し、実践することができる。 

５）小児期の事故防止と安全教育について説明することができる。 

６）母子保健の現状と課題について説明することができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、期末テスト、レポート等を総合して評価する。 

期末テスト 40％、レポートなどの提出物 40％、授業態度 20％  

上記のほかに、本学の規程に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

「子どもの保健」は保育中の乳幼児の命と健康を守るための知識を学ぶ重要な科目です。保育者は乳幼児

の普段の状態をよく把握し、普段と少しでも異なる症状があった場合にはそれをいち早く察知し、適切に対

処しなくてはなりません。また、乳幼児の養護や看護を行う場合には愛情を持って温かく接する事が大切で

す。 

受講生は以下のことを必ず守ること。 

１）授業は、常に高い緊張感と集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

２）理解できないことはそのままにしておかないで、積極的に質問すること。 

３）欠席・遅刻・早退をしないこと（やむを得ない場合は必ず文書で申し出ること）。 

４）授業中の私語、携帯電話の作動は絶対にしないこと。 

講師は以下のことを実行します。 

１）学生が積極的に授業に参加（発言、発表）できるように双方向対話型の学習環境を作る。 

２）明らかに授業態度が悪いと判断された場合は厳格に対処する。（その場合、たとえすべて出席していて

も F評価になることもあるので注意すること）。 

13．オフィスアワー 授業内で周知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

保育における子どもの保健の概要、健やか親子 

事前学習 教科書を読み内容の把握を行う。 

事後学習 授業の目的と、健やか親子についてまとめる。 

第２回 
子どもの健康を守る意義 

健康の概念、解剖生理の理解 

事前学習 
健康の概念と、人体の解剖生理について調べ

る。 

事後学習 
健康の概念と、人体の解剖生理について整理

する。 

第３回 
子どもの成長と発達① 

胎児の発育、小児期各期の身体発育 

事前学習 子どもの身体の発育について調べる。 

事後学習 子どもの身体の発育についてまとめる。 

第４回 
子どもの成長と発達② 

小児期各期の運動、神経、精神発達 

事前学習 子どもの運動発達、神経発達について調べる。 

事後学習 
子どもの運動発達、神経発達について整理し

影響がある要因についてまとめる。 

第５回 子どもに多い疾病①感染症 
事前学習 第２種学校感染症について調べる。 

事後学習 子どもに多い感染症について、整理する。 



 

 

第６回 子どもに多い疾病②消化器系、呼吸器系、内分泌系 

事前学習 
子どもに多い病気（消化器系、呼吸器系、内

分泌系について調べる。 

事後学習 
子どもに多い病気（消化器系、呼吸器系、内

分泌系について整理する。 

第７回 子どもに多い疾病③アレルギー 

事前学習 
子どもに多い病気（アレルギー系）について

調べる。 

事後学習 
子どもに多い病気（アレルギー系）について

整理する。 

第８回 子どもの精神保健：虐待の要因とその影響 
事前学習 虐待の要因とその影響について調べる。 

事後学習 虐待の要因とその影響について整理する。 

第９回 子どもの発達障害：発達障害の種類とその対応 

事前学習 発達障害の種類とその対応について調べる。 

事後学習 
発達障害の種類とその対応について整理す

る。 

第１０回 子どもの栄養：母乳栄養、人工栄養、離乳 

事前学習 母乳栄養、人工栄養、離乳について調べる。 

事後学習 
母乳栄養のメリット、デメリットについてま

とめる。 

第１１回 
子どもの健康管理 

年間計画、月間計画（お便り作成） 

事前学習 
子どもの保健の年間と月間計画に必要な項目

について調べる。 

事後学習 年間計画、月間計画の整理をする。 

第１２回 応急処置の方法：保育現場の応急処置 

事前学習 
保育現場で必要な救急処置の方法について調

べる。 

事後学習 
保育現場で必要な救急処置の方法について整

理する。 

第１３回 まとめ 
事前学習 授業内のまとめを行い、疑問点を挙げる。 

事後学習 授業内で学んだことをまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「麻疹、風疹」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診断、4.合併症、5.

治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。   

実施時期：第 5 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け

付け適宜指導する。  

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「流行性耳下腺炎、水痘」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診断、

4.合併症、5.治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。   

実施時期：第 5 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け

付け適宜指導する。  

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
子どもの保健Ⅰ （4単位） 

３．科目番号 

SSMP2340 

SNMP2340 

SCMP2340 

SBMP2340 

SJMP2116 

２．授業担当教員 植地 正文・佐野 葉子 

４．授業形態 講義、グループ学習・発表・討論、課題発表・討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

ヒトの一生のなかで、小児期は形態的にも機能的にも最も激しい変化のみられる時期である。しかも、こ

の時期に「こころ」と「からだ」の基礎の大部分が出来上がってくる。本教科目では、成長・発達してゆく過

程を学び、子どもの健康の意味を理解し、子どもの健全育成とは何かを考えてみよう。さらに、子どもの疾

病とその予防対策、事故と安全教育、ハンディーキャップを持った子どもの保育などの健康課題に関する知

識を学ぶと共に、日常の保育の現場で実践できる能力、問題解決能力を身につけることが求められている。 

 

８．学習目標 

１）子どもの成長および発達について説明することができる。 

２）小児期の成長・発達に必要な栄養、ことに母乳哺育の意義について説明することができる。 

３）子どもの生活リズムや基本的生活習慣を説明し、実践することができる。 

４）小児期によくみられる疾病とその対処法を説明し、実践することができる。 

５）小児期の事故防止と安全教育について説明することができる。 

６）母子保健の現状と課題について説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：（各々の宿題は、明朝体10.5ポイントで印字し、A4判、横書き、３ページ（１ページあたり４０字×３
９行）にまとめて下さい。） 

 
1）母乳哺育を阻害する要因について；（第１２回終了時点に提出のこと）  

母乳哺育の重要性が叫ばれているが、実際に母乳栄養をしている率は生後３か月時点で約３０％   
である。母乳哺育を推進するためにも、どんな阻害要因があるのかを知っておくことは必要がある。 

2）小児期の代表的な病気とその対処法について；（第２１回終了時点に提出のこと） 
病児保育が制度化された今日、保育所や幼稚園などに勤務する職員にも子どもの病気の知識を習得し 
実践する能力を身につけておくことは大切である。 
 

レポート課題: 
1）個人別レポート課題；『母子健康手帳から得られるもの』；（夏休みに入る最後の授業時に提出する） 

母子健康手帳の中から得られたテーマを１つ選んで論文（総説）を書いて下さい。個人の成育歴を知り、
養育者の育児に対する想いを知ることが、こどもの保健そのものなのです。 
（明朝体，10.5ポイントで印字し、A4判、横書き２枚（１ページあたり４０字×３９行）にまとめてく
ださい。） 

2）グループ別レポート課題；『保育所、幼稚園でよくみられる発疹を伴う感染症について』； 
（夏休みに入る最後の授業時に提出する） 

発疹性疾患の診断は大変難しいので、保育所、幼稚園の実習までに知識を身につけておくことが大切。 
発疹性疾患のレポート課題は、グループ編成時に決める。 
[明朝体10.5ポイントで印字し、A4判、横書き、４ページ（１疾患につき２ページ）（１ページあたり４
０字×３９行）にグループごとでまとめて提出する。その後、グループごとで発表・討論し、知識を共
有する。] 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 佐藤益子編著『子どもの保健Ⅰ』ななみ書房、2015年。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第４版』中央法規、2013年。 

【参考書】 巷野悟郎、岩田力、前澤眞理子編著『保健―理論と実際―』同文書院、2011年。 
【教 材】 テーマごとに資料を随時配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．グループ発表の、レポートのまとめ方や疾患の説明ができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業態度  総合点の 10％ 

２ 期末試験  総合点の 40％ 

３ 課題レポート、宿題、グループ発表 総合点の 50％ 

上記のほかに、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

本教科目では、将来、受講生たちが保育所・幼稚園に勤務した時や親になった時に、役立つような知識を
習得し、実践して解決する力を身につけてほしい。目的達成のために、受講生は以下のことを守ってほしい。 
１）この教科内容は難解のところも多いので、常に緊張感と集中力を保って受講し、積極的な態度で授業に

参加することを希望する。授業内容の理解のために、事前学習・事後学習を必ずしてほしい。 
２）宿題やレポートの提出期限を厳守すること。 
３）正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合は、その理由を 

必ず担当教官に書面をもって報告すること。 
４）受講中には、私語、居眠り、携帯電話・メール・スマフォ等の操作は絶対にしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
保育における子どもの保健の概説、グループ編成 

事前学習 
「子どもの保健」の学習用ノートを準備してお
こう。 

事後学習 
「子どもの保健」のねらいについて、学習用ノ
ートにまとめる 

第２回 
子どもの健康と保健の意義  
（健康の概念、健康指標、「健やか親子２１」)  

事前学習 
第１章（pp.9～16）を熟読し、要点を学習用ノ
ートにまとめる。 

事後学習 
「健やか親子２１」について理解し、整理して
おく。 



 

 

第３回 
子どもの成長と発達（１） 
子どもの身体発育（受精と胎内発育、小児期各期の

身体発育）  

事前学習 
第２章(pp.17～28)を熟読し、要点を学習用ノ
ートに記入する。 

事後学習 
成長と発育の違いを理解して、発育の評価をノ
ートにまとめる。 

第４回 
子どもの発育と発達（２） 
精神運動機能の発達 （感覚機能、神経機能、精神

機能） 

事前学習 
第３章（pp.43～56）を読んで要点を学習用ノ
ートに記入する。 

事後学習 
感覚機能、神経機能、精神機能の発達の内容を
まとめる。 

第５回 

子どもの発育と発達（３） 
生理機能の発達（呼吸機能、循環機能、免疫機能、

消化機能、尿排泄機能、水分代謝、体温調節、内分泌
機能） 

事前学習 
第３章（pp.29～42）を熟読し、要点を学習用ノ
ートに記入する。 

事後学習 
各種臓器の生理機能を理解し、大切な事項をノ
ートにまとめる。 

第６回 

子どもの発育と発達（４） 
生理機能の発達（呼吸機能、循環機能、免疫機能、

消化機能、尿排泄機能、水分代謝、体温調節、内分泌
機能） 

事前学習 
第３章（pp.29～42）を熟読し、要点を学習用ノ
ートに記入する。 

事後学習 
各種臓器の生理機能を理解し、大切な事項をノ
ートにまとめる。 

第７回 
子どもの精神保健 ①心の健康とその課題 

        ②虐待、発達障害 

事前学習 
第５章.（pp.85～102）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
心身症、虐待、発達障害について理解を深め、
要点をまとめる。 

第８回 
子どもの生活と保健 
②保育現場の事故防止と安全対策 

事前学習 
第５章.（pp.85～102）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
心身症、虐待、発達障害について理解を深め、
要点をまとめる。 

第９回 

環境と衛生管理・安全管理 

①保育現場における衛生管理  
（自然環境の衛生管理、施設の衛生管理） 

事前学習 
第６章（pp.103～118）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
自然環境の衛生管理、施設の衛生管理、滅菌・
消毒法について、要点をまとめる。 

第１０回 
子どもの生活と保健 
②保育現場の事故防止と安全対策 

事前学習 
第６章（pp.119～133）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
発達段階からみた事故の特徴、乳幼児突然死症
候群、安全管理について要点をまとめる。 

第１１回 
子どもの食 

 （１）子どもの栄養生理 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、要点を学習用ノー
トに記入する。 

事後学習 
三大栄養素の消化・吸収がどこの消化管内で行
われているかを理解し、要点をまとめる。 

第１２回 
子どもの食 
  （２）母乳哺育の意義 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、要点を学習用ノー
トに記入する。 

事後学習 
母乳哺育の長所と短所、完全母乳栄養、「母乳
育児を成功させるための十か条」についてまと
めておく。 

第１３回 
子どもの疾病と保育 
（１）おもな症状の見かたと対応 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、要点を学習用ノー
トに記入する。 

事後学習 
主な症状（発熱、咳、嘔吐、下痢、意識障害、
けいれん、発疹など）と病気との関係をまとめ
ておく。 

第１４回 
子どもの疾病と保育 
（１）おもな症状の見かたと対応 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、要点を学習用ノー
トに記入する。 

事後学習 
主な症状（発熱、咳、嘔吐、下痢、意識障害、
けいれん、発疹など）と病気との関係をまとめ
ておく。 

第１５回 
子どもの疾病と保育 （２）先天異常 
（先天代謝異常、染色体異常、外表奇形） 

事前学習 
先天異常の分類、先天異常の三大発生要因につ
いてまとめておく。 

事後学習 
先天異常の分類、先天異常の三大発生要因につ
いてまとめておく。 

第１６回 
子どもの疾病と保育 （３）代表的な疾病 
（その１）ウイルス性、細菌性、その他の感染症 

事前学習 
第４章（pp.57～65）を熟読して要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
各臓器の病気について理解を深め、要点をまと
めておく。 

第１７回 
子どもの疾病と保育 （３）代表的な疾病 
（その２）アレルギー、神経系の病気、心身症 

事前学習 
第４章（pp.68～71）を熟読して、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
各臓器の病気について理解を深め、要点をまと
めておく。 

第１８回 

子どもの疾病と保育  （３）代表的な疾病 
（その３）呼吸器、循環器、消化器、生殖・泌尿器、

血液系、内分泌・代謝、皮膚、眼、耳、整形
外科の病気 

事前学習 
第４章（pp.71～84）を熟読し、要点を学習用ノ
ートに記入する。 

事後学習 
各臓器の病気について理解を深め、要点をまと
めておく。 

第１９回 
子どもの疾病と保育  
（４）子どもの疾病の予防と対応（予防接種） 

事前学習 
第４章 p.59 を読んで、要点を学習用ノートに
記入する。 

事後学習 
定期予防接種と任意予防接種の違い、予防接種
の種類について理解を深め、内容をまとめてお
く。 

第２０回 
子どもの疾病と保育  
（４）子どもの疾病の予防と対応（予防接種） 

事前学習 
第４章 p.59 を読んで、要点を学習用ノートに
記入する。 

事後学習 
定期予防接種と任意予防接種の違い、予防接種
の種類について理解を深め、内容をまとめてお
く。 

第２１回 

救急・応急処置 ；  

① 意識障害、呼吸停止、心停止、ショック 

けいれん 
② 頭部打撲、やけど、異物誤嚥、異物誤飲 

事前学習 
配布したプリントを熟読し、要点を学習用ノー
トに記入する。 

事後学習 
「心肺蘇生におけるＡＢＣ」や事故に対する応
急処置をまとめて整理しておく。 



 

 

第２２回 

健康及び安全の実施体制 

（１）家庭・専門機関・地域との連携 
（家庭との連携、生活リズム、食事、睡眠など 

事前学習 
第７章（pp.136～141）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
家庭との連携と同時に、生活リズム、メラトニ
ン、食事、睡眠の要点をまとめておく。 

第２３回 

健康及び安全の実施体制 

（２）主な母子保健対策と保育 
（健康診査、保健指導、擁護援護、医療対策） 

事前学習 
第７章（pp.136～141）を熟読し、要点を学習用
ノートに記入する。 

事後学習 
健康診査、保健指導、「健やか親子２１」などに
ついて整理しておく。 

第２４回 
母と子の保健 
（母子保健施策、母子保健等に関連する法規） 

事前学習 
第１章（P.12）、第７章（pp.146～147）をよん
で要点を学習用ノートに記入する。 

事後学習 
母子保健の歴史、母子保健施策の概要をながめ
て、その内容をまとめておく。 

第２５回 「子どもの保健」のまとめ 
事前学習 

教科書、プリントなどをはじめから見直し、整
理しておこう。 

事後学習 
大切なところをもう一度チェックし、ノートに
記入しておこう。 

第２６回 子どもに見られる疾患（スライド供覧） 
事前学習 

発疹を伴う病気、感染症、先天異常について、
もう一度調べておく。 

事後学習 
新生児マス・スクリーニングで見つかる病気、
発疹性疾患を整理しておく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「麻疹、風疹」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診断、4.合併症、5.

治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。   

実施時期：第 13 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受

け付け適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「流行性耳下腺炎、水痘」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診断、

4.合併症、5.治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。   

実施時期：第 13 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受

け付け適宜指導する。  

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

課題研究

３ 

課題研究テーマ：「突発性発疹、手足口病」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診断、

4.合併症、5.治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。  

 実施時期：第 13 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受

け付け適宜指導する。  

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

課題研究

４ 

課題研究テーマ：「伝染性紅斑、伝染性膿痂疹」について 1.病原体・感染経路・潜伏期間、2.症状・徴候、3.診断・検査・鑑別診

断、4.合併症、5.治療・予防・ケア、7.文献の順に見出しをつけて、レポートにまとめなさい。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚、40 字 40 行 明朝体、10.5 ポイントで印刷して下さい。＊2 つの疾患でレポート 1 枚にしてくださ

い。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。   

実施時期：第 13 回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受

け付け適宜指導する。  

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
コミュニケーション技術Ⅱ（手話） （2 単位） 

３．科目番号 SNMP2113 

２．授業担当教員 真下 京子 

４．授業形態 講義、手話技術演習、聴覚障害者との対話・交流 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

手話は、聴覚障害者の生活の中で創り出され守られ、発展してきた言葉である。手話の歴史は聴覚障害者

の人権復権の歴史とも言える。 

この講義では、聴覚障害についての基本的な理解をしながら、人間の生活にとって「ことばやコミュニケ

ーション」の果たす役割を考え、話し言葉としての手話の成立や発展過程、文法的な特徴、聴覚障害者を取

り巻く社会的な環境を学ぶ。また、手話技術においては、話し言葉としての手話を基本に、日常会話の基礎、

自分のことを伝え合う技術を習得する。 

８．学習目標 

1．聴覚障害者の運動や聴覚障害者の暮らし、聴覚障害そのものについて学び、知識を身につける。 

2．人間の生活にとって「ことばやコミュニケーション」がいかに大切かを学び、説明することができる。 

3．介護施設を利用する聴覚障害者が使う簡単な手話が理解でき、手話での挨拶や自己紹介程度の会話が可能

なレベルの手話技術を習得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：バリアフリーを考える(1200字程度) 

「ユニバーシティライフ 〜ろう・難聴学生の素顔〜〜」のビデオ鑑賞をし、同じ学生の立場から感じ取っ

たことを記述する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】※プリントを配布 

【参考書】一番ヶ瀬康子監修『聴覚・言語障害者とコミュニケーション』一橋出版株式会社。 

ビデオ：聞こえないことってどんなこと『わたしの大切な家族』（全国手話通訳問題研究会）。 

ビデオ：医療現場における手話通訳『京都ろうあ老人ホーム』（日本手話通訳士協会）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・聴覚障害者の運動や聴覚障害者の暮らし、聴覚障害そのものの知識が身についたか。 

・人間の生活にとって「ことばやコミュニケーション」がいかに大切かを説明できるか。 

・介護施設を利用する聴覚障害者が使う簡単な手話が理解でき、手話での挨拶や自己紹介程度の会話が可能

なレベルの手話技術が習得できたか。 

○評定の方法 

・実技確認（期末試験）60%（①手話表現確認 ②読み取り確認） 

・レポート 30% 

・日常の授業態度（質問、出席状況）10% 

12．受講生への 

メッセージ 

聴覚障害者が安心して介護を受けるために、手話通訳者が果たす役割は大きいものがありますが、もしも

介護現場の人が少しでも手を動かしてくれれば、より安心し深い信頼関係を築くことができます。 

人は一人で生きるのではなく、多くの人と助け合いながら生きていくものです。そのためにはコミュニケ

ーションが必要不可欠なものであり、聴覚障害者へのコミュニケーション保障は憲法にある基本的人権を保

障することにつながります。したがって手話を学ぶ学生にも聴覚障害者のことを理解してほしいという願い

があるのです。こうした理由によって手話は技術以外のことも学ぶ必要があります。この点が手話の特徴の

ひとつであり、魅力でもあるのです。 

表情や体全部を使って相手と語り合う手話は、コミュニケーションの大切さを改めて実感できます。それ

は人と人との関わりの原点と言えるでしょう。そういった魅力を学生たちにも感じて欲しいと思います。 

①授業に際しての約束事項（受講生への要望） 

 1．手話は目と目を合わせなければ語り合えません。しっかり相手と向き合って手を動かしましょう。 

 2．手話は頭だけで理解し覚えることはできません。手と体を使って手話表現を覚えましょう。 

 3．授業中に私語や居眠りはしないようにしましょう。後でやろうと思ってもわからなくなってしまいます。 

②勉強の仕方についてのアドバイス 

1．指文字・数詞は早く全部覚えるようにしましょう。試験には必要不可欠です。  

2．学習した内容は、一人で復習するよりも友達と一緒にやる方が覚えられます。 

習った手話表現を実際に使ってみることが一番の手話技術習得につながると思います。 

③教師が実行すること 

1. 講義の準備を事前にする。 

2．授業開始時間と終了時間を厳守する。 

3．「手話の授業は楽しい。もっと勉強したい。」と思えるような授業にする。 

13．オフィスアワー 授業の前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

手話を学ぶにあたって  

指文字学習 

自分の名前・指文字を覚えよう 

事前学習 
もしも自分が、突然耳が聞こえなくなった

ら・・と考えてみる 

事後学習 
習った手話指文字を日常生活の中で使って

みよう 

第２回 

指文字学習① 

伝え合う工夫を：挨拶・会話例文（一日の始まりはまず元

気なあいさつで）第 1講座  

事前学習 
新たに学習する箇所をテキストで確認して

読んでおく 

事後学習 
習った手話・指文字を日常生活の中で使って

みよう 



 

 

第３回 

指文字学習② 

聴覚障害者とバリアフリー「聞こえないって、どんなこ

と？」聴覚障害者の暮らしを描いたビデオから学ぶ 

自分達の暮らしと比べながら生活や様子を知り、不便さを

取り除くバリアフリーの設備や方法を考える                   

事前学習 テレビで聴覚障害者の番組を見る 

事後学習 

自分の一日の暮らしを、聞こえなかったらど

うなるか、自分の事に置き換えて、考えてみ

よう 

第４回 

伝え合う工夫を①：日常的な動作、動きの活用・会話例文

（食事の時間です）第 2講座  

手話歌から学ぶ：コブクロ「永遠にともに」 

事前学習 これまで習った指文字の復習 

事後学習 
目に入ってきた日本語の単語を指文字でや

ってみよう 

第５回 
伝え合う工夫を②：日：数詞・会話例文（今日はお誕生会

があります）第 3講座 

事前学習 
新たに学習する箇所をテキストで確認して

読んでおく 

事後学習 
学習した会話文を友人や家族との会話の中

で使ってみよう 

第６回 

伝え合う工夫を③：疑問詞・自己紹介 

（今日は実習生の鈴木さんがきました）第 4講座 

都道府県名の手話 

事前学習 
新たに学習する箇所をテキストで確認して

読んでおく 

事後学習 
学習した会話文を友人や家族との会話の中

で使ってみよう 

第７回 

バリアフリーを考える 

「ユニバーシティライフ 〜ろう・難聴学生の素顔〜」 

ビデオから学ぶ（ディスカションとレポート提出課題） 

事前学習 
くもし、同級生にろう・難聴学生がいたら、

自分はどう対応するか考えてみる 

事後学習 

ビデオを見て改めて、ろう・難聴学生にとっ

ての情報バリアフリーについて考えてみよ

う 

第８回 

伝え合う工夫を④：疑問詞・身近な話題で会話（仕事や趣

味について）第 5講座 

聴覚障害について DVD から学ぶ（聞こえのしくみ・ろう

者・中途失聴・難聴者のコミュニケーション） 

事前学習 
新たに学習する箇所をテキストで確認して

読んでおく 

事後学習 
学習した会話文を友人や家族との会話の中

で使ってみよう 

第９回 
伝え合う工夫を⑤：時制・会話例文（明日は山本さんが楽

しみにしている外出日です）第 6講座 

事前学習 
新たに学習する箇所をテキストで確認して

読んでおく 

事後学習 
学習した会話文を友人や家族との会話の中

で使ってみよう 

第１０回 

伝え合う工夫を⑥：時制・会話例文（土井さんがクリスマ

スの計画を相談しています）第 7講座 

手話歌から学ぶ：クリスマスソング 

事前学習 
新たに学習する箇所をテキストで確認して

読んでおく 

事後学習 
学習した会話文を友人や家族とのとの会話

の中で使ってみよう 

第１１回 

ろう者の社会参加と平等のあゆみ 

ろうあ老人についてビデオから学ぶ（聴覚障害者特別養護

老人ホーム「いこいの村」〔京都〕） 

事前学習 
自分の働く施設の入所者にろうあ老人がい

たらどうするか考える 

事後学習 
ビデオを見て、改めて自分の職場を想定して

考えてみる 

第１２回 
未就学ろうあ老人についてビデオから学ぶ 

伝え合う工夫を：総復習 

事前学習 
テキストの「言葉を持たないお年寄りと共

に」を読んでおく 

事後学習 ビデオを見た感想を書きとめておこう 

第１３回 
伝え合う工夫を：総復習 

手話歌から学ぶ：EXILE「道 

事前学習 前回の復習 

事後学習 手話の習得と活用 

課題研究

１ 

第 7回の授業「ユニバーシティライフ 〜ろう・難聴学生の素顔〜」のビデオを見て、ろう・難聴学生にとっての情報

バリアフリーについてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚 

実施時間：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成と第 8回授業でのフォロー講義を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「趣味・家族の事・最近の出来事・将来の夢等々を学生と手話で語り合う」 

実施時期：第 11 回以降の補講日にて実施する。日程は授業開始日後に決定し授業内で周知する。 

事前学習：「伝え合う工夫を」の①〜⑥を復習し、自己紹介程度の会話が手話で対話できるように演習する。 

事後学習：上手く伝えられたところ、上手く伝えられなかったところを自己分析してノートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） コミュニケーション技術Ⅱ（点字） （2 単位） 

３．科目番号 SNMP2113 

２．授業担当教員 木村 仁美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
日本語文法とローマ字表記についての基礎的理解を前提とする。 

７．講義概要 

 視覚障害者が使用する代表的文字である「点字」の基礎を学ぶ。読み書きの手段としてだけでなく、印つ

けなどの応用的活用も目指す。また、視覚障害者が抱える諸問題にも触れ、視覚障害者の情報保障に幅広く

対応できる力をつける。 

８．学習目標 

1．点字の基本的な文字構成を理解し、一覧表を使いこなすことができるようになる。 

2．一覧表を参考にしながら、点字の基本的な読み書きができるようになる。 

3．点字表記法に従い、基本的な分かち書きができるようになる。 

4．点字以外の視覚障害者の文字処理手段を体験し、人に説明できるようになる。 

5．視覚障害者の抱える諸問題についても類推し、自分の言葉で説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業進度に合わせ、点字の読み書き課題を毎回課す。与えられた課題は必ず自分の力でこなすこと。 

点字は「習うより慣れろ」と言われ、授業時間外の自主的な取り組みが上達を左右する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

矢部健三・木村仁美『はじめて学ぶリアルな「点字」ワークブック 2020』国際視覚障害者援護協会、2020年。 

【参考書】 

最近は点字の基礎を解説したサイトも増えている。入門書も数多く出ており、自分でわかりやすいと思うも

のを参考にすると良い。以下に一例を紹介する。 

 『点字にチャレンジ！』https://www.nittento.or.jp/images/pdf/information/braille_comic.pdf 

社会福祉法人 日本点字図書館 点字製作課編『点訳のしおり平成 27年 8月 1日 HE改訂 2刷』、2015年。 

  

【教材】 

点字器・点筆 

※初回より毎時間使用する。貸し出し可能だが、授業時間内限定。自学自習には自身で用意されたし。 

購入する場合、1行 30マス程度が望ましい。安価で求めやすい以下の点字器を一例として紹介する。 

N632小型点字器 6行×32マス：日本点字図書館わくわく用具ショップ扱い（Amazonでも購入可） 

 http://yougu.nittento.or.jp/product677_80.html 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・点字の基本的な文字構成を理解し、一覧表を使いこなすことができるか。 

・一覧表を参考にしながら、点字の基本的な読み書きができるか。 

・点字表記法に従い、基本的な分かち書きができるか。 

・点字以外の視覚障害者の文字処理手段を体験し、人に説明できるか。 

・視覚障害者の抱える諸問題について類推し、自分の言葉で説明できるか。 

○評定の方法 

・試験 40% 

・授業態度（課題提出状況、課題への取組み姿勢）30% 

・課題達成度 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

視覚障害者の立場をイメージできるようになると、自然と点字のスキルも向上します。 

また是非この機会に、点字の触読にもチャレンジしてみて下さい。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間にて対応。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス・視覚障害者の文字処理 
事前学習 点字学習の目標を立てておく 

事後学習 点字と墨字の違いを整理する 

第２回 点字の基礎知識 
事前学習 点字の歴史や構成を知る 

事後学習 点字用紙のセットと「め書き」ができるように練習 

第３回 点字の読み書き 1（50音清音） 
事前学習 あ行の点構成を覚える 

事後学習 清音を使った単語の読み書きを繰り返し練習する 

第４回 点字の読み書き 2（濁音・半濁音・拗音） 
事前学習 濁音符・半濁音符・拗音符を覚える 

事後学習 濁音や拗音を含む単語の読み書きを練習する 

第５回 点字の読み書き 3（長音・促音・数字） 
事前学習 数字 10文字の点構成を覚える 

事後学習 数字を含む単語の読み書きを繰り返し練習する 

第６回 点字の読み書き 4（点字表記法の基礎） 
事前学習 文節とは何か、分かち書きの判断方法を調べてみる 

事後学習 身近な文章を文節で区切ってみる 

第７回 点字の読み書き 5（短文の読み書き） 
事前学習 文節で区切った文を点字で書いてみる 

事後学習 点字学習の感想を点字で書いてみる 

第８回 まとめ 
事前学習 学習した内容を振り返り、疑問点を洗い出す 

事後学習 点字の長所と短所をまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
コミュニケーション論 （2単位） 

３．科目番号 SNMP1106 

２．授業担当教員 荻野 基行 

４．授業形態 講義 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「介護実習Ⅰ」の配属要件となる科目である。 

７．講義概要 

介護実践のために必要な人間の理解や、他者への情報の伝達に必要な、基礎的なコミュニケーション能力

を養うための学習とする。 

人間は、誰もが他者との関係性の中で生きており、お互いに影響し合っている。介護福祉士と利用者の関

係も同様であり、介護実践は、利用者との信頼関係がなければ成立しない。 

本講義では、関係的存在としての人間を理解し、人間関係を構築するために必要な知識や技術を講義と演習

で学んでいく。 

８．学習目標 

１．介護実践におけるコミュニケーションの重要性を理解し、説明することができる。 

２．関係的存在としての人間を理解することができる。 

３．人間関係を形成する過程を理解し、説明することができる。 

４．コミュニケーションの意義・目的、種類、機能を理解し、説明することができる。 

５．コミュニケーションの基本的な技法を身につけられる。 

６．チームケアや他職種との連携・協働に必要なコミュニケーションを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題(1ページ40行×30文字で1枚程度) 

１．人間と人間関係について 

２．対人関係におけるコミュニケーションについて 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

介護福祉士養成講座編集委員会『人間の理解』中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．介護実践におけるコミュニケーションの重要性を理解し、説明することができるか。 

２．関係的存在としての人間を理解することができるか。 

３．人間関係を形成する過程を理解し、説明することができるか。 

４．コミュニケーションの意義・目的、種類、機能を理解し、説明することができるか。 

５．コミュニケーションの基本的な技法を身につけられたか。 

６．チームケアや他職種との連携・協働に必要なコミュニケーションを理解し、説明することができるか。 

○評定の方法 

日常の授業態度 20% レポート 80% 

12．受講生への 

メッセージ 

授業中の私語や居眠り、携帯電話の使用は禁止します。授業には積極的に参加し、理解を深めてください。

わからないことはそのままにせず、質問をしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

人間らしさのはじまり 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「人間らしさのはじまり」

についてまとめる。 

第２回 自分と他者の理解 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「自分と他者の理解」につ

いてまとめる。 

第３回 発達心理学からみた人間関係 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「発達心理学からみた人

間関係」についてまとめる。 

第４回 社会心理学からみた人間関係 

 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

 
重要語句をおぼえ、「社会心理学からみた人

間関係」についてまとめる。 

第５回 人間関係とストレス 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「人間関係とストレス 

」についてまとめる。【レポート課題 1】 

第６回 
コミュニケーションの概念・基本構造（意義・目的、種

類、機能） 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「コミュニケーションの

意義・目的、種類、機能」についてまとめる。 

第７回 コミュニケーションの手段① 事前学習 テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ



 

 

 

（言語的コミュニケーション） る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「言語的コミュニケーシ

ョン」というテーマでレポートについてまと

める。 

第８回 
コミュニケーションの手段② 

（非言語的コミュニケーション） 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「非言語的コミュニケー

ション」についてまとめる。【レポート課題 2】 

第９回 対人援助の基本となる人間関係とコミュニケーション 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「対人援助の基本となる

人間関係とコミュニケーション」についてま

とめる。 

第１０回 対人援助における基本的態度・技法 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 
重要語句をおぼえ、「対人援助における基本

的態度・技法」についてまとめる。 

第１１回 援助的人間関係の形成とバイステックの 7つの原則 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「援助的人間関係の形成

とバイステックの 7つの原則」についてまと

める。 

第１２回 
組織の条件とコミュニケーションの特徴 

組織における情報の流れ 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「組織の条件とコミュニ

ケーションの特徴・組織における情報の流

れ」についてまとめる。 

第１３回 

組織において求められるコミュニケーション 

チームケアや他職種との連携・協働に必要なコミュニケ

ーション 

まとめ 

事前学習 
テキストの該当箇所を熟読し要点をまとめ

る。 

事後学習 

重要語句をおぼえ、「組織において求められ

るコミュニケーションとチームケアや他職

種との連携・協働に必要なコミュニケーショ

ン」についてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 9回～第 11回の講義内容をふまえて「対人援助関係とコミュニケーション」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業にて行う。添削内

容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時うけつけ適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 12回～第 13回の講義内容をふまえて「組織におけるコミュニケーション」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業時に伝える。提出後、添削指導・質疑応答を個別に行う。添削内容等について引き続き質問が

ある場合はその後も随時うけつけ適宜指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
コンピュータネットワークⅠ （2単位） 

３．科目番号 EDIT2321 

２．授業担当教員 ロペス ルイス ミゲル 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
科目「コンピュータサイエンスⅠ」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

インターネットをはじめとしたコンピュータネットワークの仕組みを理解することは、情報化社会をリー

ドする人材にとって必要不可欠の事柄である。本科目では、演習を通してコンピュータネットワークの基礎

を学び、現在の情報通信を担っている仕組みを理解する。具体的には OSI モデル、特に物理層とデータリン

ク層を学ぶ。 

８．学習目標 

次の概念を理解することを目標とする。 

１．情報ネットワークプロトコルの仕組み（特に物理層とデータリンク層） 

２．データ通信を可能にした基本的なハードウエア装置の仕組み、およびデータ転送の仕組み 

３．データ通信に関する国際規格（OSI、IEEE802.x、ITU-T系プロトコルなど） 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

IT系の科目では、スキルを身につけるのは一番大切なことですので、2回に1回程度、今まで勉強した内容

について教科書や配布プリントをもって演習問題を提示し、それを授業中に解きます（例：物理層のプロト

コル：RS232・ITU-TのVシリーズ、物理層の符号化：NRZI・AMI・HDB3、第2層のプロトコル：HDLC・IEEE802シ

リーズ） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】針生時夫・佐藤健『わかりやすい通信ネットワーク』日本理工出版会、2005年。 

【参考書】A.S. タネンバウム（著）『コンピュータネットワーク第 5版』日経 BP社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①情報ネットワークプロトコルの仕組み（特に物理層とデータリンク層）について理解できたか。 

②データ通信を可能にした基本的なハードウエア装置の仕組み、およびデータ転送の仕組みについて理解で

きたか。 

③データ通信に関する一番重要な国際規格（OSI、IEEE802.x、ITU-T系プロトコルなど）について理解できた

か。 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、小テストの結果など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は専門用語が多く、また数学的概念が多い科目であるが、ゆっくり説明していくので、出された演

習問題を一つ一つ丁寧に解いてください。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 符号化と規格・アナログとデジタル（1） 
事前学習 教科書 pp.1~3を読む 

事後学習 教科書 p.14の内容を覚える 

第２回 
アナログとデジタル（2）・デジタル化の仕組み → 電

話、ファックス等の仕組み 

事前学習 教科書 pp.1~13 を読む 

事後学習 次回までに演習問題を再度解く 

第３回 データ通信を可能にしたハードウエア 
事前学習 教科書 pp.30~33を読む 

事後学習 次回までに演習問題を再度解く 

第４回 
データ通信における基本的な課題・プロトコルの話 
 RS232の例（演習） 

事前学習 
インターネットで、RS232 に該当する日本の
JIS規格を検索する 

事後学習 次回までに演習問題を再度解く 

第５回 各層の役割・物理層 
事前学習 教科書 p.65の表を理解し覚える 

事後学習 次回までに演習問題を再度解く 

第６回 各層の役割・データリンク層（1） 
事前学習 教科書 pp.34~35を読む 

事後学習 次回までに演習問題を再度解く 

第７回 各層の役割・データリンク層（2）（演習） 
事前学習 教科書 pp.61~62を読む 

事後学習 次回までに演習問題を再度解く 

第８回 
各層の役割・ネットワーク層 
電気通信サービス 

事前学習 教科書 pp.52~54を読む 

事後学習 教科書 p.75の表を理解し覚える 

第９回 LANの仕組み（１）・Ethernetと IEEE 802.3（演習） 
事前学習 教科書 pp.88~90を読む 

事後学習 教科書 p.91の図を理解し覚える 

第１０回 LANの仕組み（２）・IEEE 802.3の発展・IEEE 802.2 
事前学習 教科書 pp.92~93を読む 

事後学習 次回までに演習問題を再度解く 

第１１回 
LANの仕組み（３）・IEEE 802.4、その他の LAN・無線
LANの仕組、IEEE 802.11x 

事前学習 教科書 p.101を読む 

事後学習 次回までに演習問題を再度解く 

第１２回 復習・まとめ 
事前学習 今までの演習問題を復習する 

事後学習 今回の演習問題の答え合わせをよく復習する 

第１３回 総合演習 

事前学習 前回の演習問題の答え合わせをよく復習する 

事後学習 
配布資料「携帯電話の仕組み」を熟読し、説明
できるようにする 

課題研究
１ 

課題研究テーマ：「OSIの 7層」 

教科書 pp64-71を読み、インターネット等を検索して OSIについて調べてレポートにまとめてください。 

レポートのポイントは次のとおり 

―各層の名称と役割 

―層間のデータのやり取り 



 

 

 

―TCP/IP参照モデルと大きな違い 
レポート形式：MSワードファイル（1000字程度）。 
実施期限：第 4回の授業後 

提出期限：第 5回の授業開始時 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交を通し学んだことをまとめる 

課題研究
２ 

課題研究テーマ：「OSIその原則と考え方」 

教科書 pp61-63を読み、インターネット等を検索して OSIについて調べてレポートにまとめてください 

レポートのポイントは次のとおり 

―「OSI」は頭文字である、日本語にどのように訳されているか 

―OSIの前にメーカー別にどんなネットワークアーキテクチャーがあったのか 

―OSIの必要性 

―OSIはどのような終末を迎えあのか 
レポート形式：MSワードファイル（1000字程度）。 
実施期限：第 5回の授業後 

提出期限：第 6回の授業開始時 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 産業・組織心理学／組織心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3331 

２．授業担当教員 平久江 薫 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「社会心理学」の単位を修得した後に履修するのが望ましい。 

７．講義概要 

産業・組織心理学は、現場で働く人々のニーズに研究知見が直結する応用的分野である。これはすなわち、

産業・組織心理学の研究知見が、組織を運営する人々や組織で働く人々、さらに社会人として大小の組織に加

入することになる学生にとっても、現場の状況理解や問題解決につながる有用な知見が蓄積されているとい

うことである。本授業では、組織の中で、個人がどう知覚し、どのように行動し、態度を形成して、組織活動

に参画していくのかについて理解する。さらにリーダーシップ行動や組織における意思決定や消費者行動に

ついて学ぶ。こうした産業の中で効率を上げるための心理学だけでなく、メンタルヘルスを向上させることで

組織が活性化するという立場に立って、コミットメント、動機づけなどを含む職務満足、さらにはキャリア発

達の視点とキャリアカウンセリングについて理解する。そして、学んだ産業・組織に関する知見に対して、ど

のような心理的な援助ができるかについて考究する。 

８．学習目標 

１．組織活動や消費者行動と組織における人の行動について理解し、説明できる。 

２．組織の中で人の成長を促すもの、障害となるものについて理解し職場における問題に対して必要な心理的

支援について考究できる。 

３．組織活動を通して、我々が成長し、幸せになるためには、どのような視点を持つことが必要なのかについ

て考究し、就職する組織についての基準を自分なりに創造することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．事前、事後学習を必須とする。 

２．期末レポート：組織の中で個人が自身のキャリアを成長させ幸福に働きながら組織活動に貢献するため

に、個人及び事業者が留意すべきことについてまとめる。詳細については講義の終盤において通知する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

山口裕幸・金井篤子編『よくわかる産業・組織心理学』ミネルヴァ書房、2007。 

【参考書】 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．組織活動や消費者行動と組織における人の行動について理解し、説明できる。 

２．組織の中で人の成長を促すもの、障害となるものについて理解し、職場における問題に対して必要な心理

的支援について考究できる。 

３．組織活動を通して、我々が成長し、幸せになるためには、どのような視点を持つことが必要なのかについ

て考究し、就職する組織についての基準を自分なりに創造することができたか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加   総合点の４０％ 

２．レポート        総合点の３０％ 

３．期末試験        総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人生の中で大きな比重を占める「働く」ということ。それが有償であれ無償であれ、個人、組織内であれ、

自分らしく幸福に生きるための鍵になります。特に組織の中で働く場合、産業・組織心理学の知見は多いに参

考になるでしょう。また、組織において心理学的支援を行うには必須の知識です。積極的な関心を持って授業

に臨んで下さい。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 産業・組織心理学の意義と歴史 
事前学習 

将来、自身が組織で働くことを想定した時に、どのような場

で働きたいか考えノートに記載する。 

事後学習 組織観の歴史的流れについてノートにまとめる。 

第２回 ワーク・モチベーション 

事前学習 

テキストⅡ（pp.24～41）を一読する。また、自分が取り組ん

でいる学内外の組織活動において、やる気を保てた体験につ

いて記述。 

事後学習 
上記の体験について授業内容をふまえて再分析し、ノートに

まとめる。 

第３回 採用と面接 

事前学習 
テキストⅢ（pp.42～59）を一読し、分からない言葉及び特に

興味がひかれた言葉をノートに書き出してくる。 

事後学習 

Ⅲの内容で、自身の面接に活かせそうな知見について、どの

ように活かしたいかも含めてノートに記載する。（小レポー

ト） 

第４回 人事評価 
事前学習 

テキストⅣ（pp.60～75）を読み、分からない言葉及び特に興

味がひかれた言葉をノートに書き出してくる。 

事後学習 授業の内容をふまえ、重要なワードについてまとめ直す。 

第５回 
キャリア発達① 

 キャリア発達の理論 

事前学習 

テキスト pp.76～85 を読む。コラム５のキャリア・アンカー

について、自分が①〜⑧のどのタイプに当てはまりそうか、

考えてみる。 

事後学習 授業の内容をふまえ、ホランドの六角形モデルのうち、自身



 

 

 

はどのパーソナリティタイプか検討し、事前の内容と合わせ

まとめる。 

第６回 
キャリア発達② 

 キャリア発達への介入 

事前学習 

テキスト pp.86～97を読む。P.97のキャリアストレスモデル

を参考に、自身のワークライフバランスについて想像してみ

る。ノートに記載。 

事後学習 
前回と今回の課題をまとめ、自分のキャリア・パスについて

再考し、1000字程度にまとめる。（小レポート） 

第７回 職場集団とコミュニケーション 

事前学習 

テキスト pp.98～pp.113 を読み、自身が大学や部活等におい

て、集団で何かをやり遂げた経験と照らし合わせて検討して

みる。ノートに記載。 

事後学習 
授業内で学んだことをふまえ、事前学習の内容を再検討し気

付いたことをノートに記載。 

第８回 職場の人間関係と葛藤 

事前学習 
テキスト pp.114～119 を読み、用語の分からない言葉及び特

に興味がひかれた言葉をノートに書き出してくる。 

事後学習 
職場内に限らない日常場面で自身が活かせそうな葛藤解決方

略はないか、検討してみる。 

第９回 リーダーシップ 

事前学習 
テキストⅦ（pp.120～139）を読み、用語のチェックをする。

また、自身の理想とするリーダー像について考えてくる。 

事後学習 
重要ワードについてノートにまとめ直す。授業で学んだこと

をふまえ、リーダー像について再考し、ノートに記述する。 

第１０回 消費者行動とマーケティング 

事前学習 

テキストⅧ（pp.140～155）を読み用語のチェックをする。ま

た、自身のこれまでの経験に当てはまる理論がないか検討し、

ノートに記載。 

事後学習 

重要ワードをノートにまとめ直す。自身の経験についても振

り返り、新しく理解したことを加えて 800 字程度で記述する。

（小レポート） 

第１１回 仕事の能率と安全性 

事前学習 
テキストⅨ（pp.156～171）を読み、分からない言葉及び特に

興味がひかれた言葉をノートに書き出してくる。 

事後学習 
事前にチェックしたキーワードについて、ノートにまとめ直

す。 

第１２回 職場のストレスに関する理論 
事前学習 

テキスト pp.172～181 を読む。また、職場のストレスはなぜ

起こるのか、どのように解決できると思うか、自分なりに考

察してくる。 

事後学習 重要キーワードについてノートにまとめる。 

第１３回 職場のメンタルヘルス問題とその支援 

事前学習 
テキスト pp.182～192 を読む。また、前回の事前学習の検討

事項についてさらに考察し、ノートに記載する。 

事後学習 
前回と今回の学習内容をよくふまえ、職場のストレスとその

支援について自分の考えをまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：テキスト pp.14～23 を通読し、産業・組織心理学における 4 つのテーマのうち関心のあるものについ

てテキストの記述をまとめ、自身が関心のある理由について記述しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 2回の授業開始時に提出をする。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：レポート提出と質疑応答等を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7～8 回の講義内容を踏まえて、職場の人間関係の特徴とそれを円滑に保つための要点についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 8回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出をする。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：レポート提出と質疑応答等を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 算数（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2302 

２．授業担当教員 池野 正晴 

４．授業形態 講義と演習，実習（ディスカッション・グループ学習，製作活動） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「算数科指導法」（後期）に直結する科目である。 

７．講義概要 

この科目を履修することによって，学ぶ立場での算数への苦手意識を払拭するだけでなく，更に，算数を

教える立場での算数科特有の論理的思考力を習得することができる。 

本科目では，算数科の 4 領域「数と計算」・「図形」・「測定／変化と関係」・「データの活用」の内容を一段
深め，再学習する。日常の様々な事象に問題を発見し，整理して見通しを立てて解決する能力を高め，算数

的な感覚を豊かにし，算数を生活に生かそうとする態度を育成する教員となるための素養を身につける。本
講義での数学的活動や様々な体験を通し，より高い数学的見地に立った教材分析や指導・評価方法等の日頃
の教育実践に生かせる教材研究力を習得することができる。 

８．学習目標 

１．「数学的活動」を通して 4 領域「数と計算」・「図形」・「測定／変化と関係」・「データの活用」の内容を再
学習し，数学教育の意義を感得し，算数的な事象について進んで考えようとするようになる。 

２．算数の領域の関連に基づいて，より高度な数学的思考ができるようになる。 

３．算数・数学に関する問題解決の技能を復習し，習得することができるようになる。 

４．数学教育史を基に数学教育の今日的課題を知り，教育内容の学年・領域の関連はもとより，算数・数学
の教材研究・教材開発に耐えうる広範な知識やと数学に関する学力を習得することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポートの課題】（各班でまとめる） 

〇 レポート・プレゼン担当箇所のまとめを作成し，パワーポイント等でプレゼンをする。 
 ※４～５人１組のグループを編成し，協力してレポート箇所についてまとめ，プレゼンする。 
※具体例もできるだけ入れるように努力する。 

※後半の，各学年の内容は分量が多いため，要点をまとめ，重点化・精選してプレゼンすることとする。 
※発表資料については，各班で印刷することが望ましいが，印刷事情により困難な場合には，講義担当者 
への印刷依頼も可能。その場合は，事前提出（事前送付）のこと。（メールアドレスは，下記13を参照）

（印刷，ホチキスとめ，穴あけ等可能） 
【期末レポートの課題】（各自で作成） 
〇 レポート作成（毎回の学習内容を踏まえて作成，グループシェア，発表，ミニ・レポートまとめを含む） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

① 池野作成『算数』（印刷冊子，授業用プリント資料）（全員に配付） 

 ※遠隔授業の場合は，使用部分をその都度アップロードする。 

② 文部科学省『小学校学習指導要領解説 算数編』，日本文教出版，2018 年（「算数科指導法」でも継続 

使用する） 

③ 池野正晴『自ら考えみんなで創り上げる算数学習－新しい時代の授業づくりと授業研究－』，東洋館出 

版社，2018 年（改訂第３版）（「算数科指導法」でも継続使用する） 

④ ポワーポイント・スライド資料 

⑤ 池野作成「通信／算数」（連絡・確認等用）（配付） 

【参考書】 

○ 池野正晴『新しい時代の授業づくり』，東洋館出版社，2019 年（第６版） 

○ 金本・池野他『算数科深い学びを実現させる理論と実践』，東洋館出版社，2017 年 

○ 古藤・池野他『豊かな発想をはぐくむ新しい算数学習－Do Math の指導－』，東洋館出版社，2010 年 

○ 坪田耕三『算数的思考法』，岩波書店（岩波新書），2014 年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（1）「数学的活動」を通して 4 領域「数と計算」・「図形」・「測定／変化と関係」・「データの活用」の内容を

再学習し，数学教育の意義を感得し，身の回りの事象を数学的な視点でとらえ，教員に必要な幅広い教養を

身につけようとするようになったか。（関心・意欲・態度） 

（2）算数の学習内容の学年・領域間の系統性をふまえ，ほぼ国際共通である数学的思考・表現を通して，コ

ミュニケーション能力を高めることができるようになったか。（数学的思考・表現） 

（3）算数・数学の問題解決で必要とされる技能を復習し，正確さを向上し，教育実践力の基礎を習得するこ

とができるようになったか。（技能） 

（4）数学教育史や今日的課題を知り、教員採用試験に合格できる数学 I・A レベルの知識を再確認し、算数

科の教材研究の基礎となる学習内容や ICT 活用への理解を深め，教師として必要な専門的知識を習得するこ

とができるようになったか。（知識・理解） 

○評定の方法 

本授業の 4 つの学習（到達）目標への達成度について，下記の評価対象・方法により総合的に評価を行う。 

上記（1）の関心・意欲・態度について …… 授業への積極的参加度   …… 10％ 

上記（2）の数学的思考・表現について …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

上記（3）の技能について       …… 講義の課題または期末試験  …… 30％ 

上記（4）の知識・理解について    …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

なお，本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の最低条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

＊受講生に期待すること 
１ ４～６人でチームを編成する。座席はチームごとのローテーション方式とする。（対面授業の場合） 
  

２ チームで担当箇所を選び，担当箇所について協力して研究を深め，発表用資料を作成し，プレゼンする。 
３ 授業は，前向きに積極的に受講すること。（教師になるという当事者意識をもって参加・参画し，各班の
発表に対して積極的に質問やコメントを行うこと。） 

４ 社会人及び学生としてのマナーは守ること。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間※メールでのアポイントも可能 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

プロローグ 

（「小学校算数○×チェック」を解きながら，本授業の概要を把握
する，小学校教育と算数科が担う役割，算数科の学習指導要領，
解説書の見方など） 

座席指定，チーム編成，分担箇所の決定，ノートづくり，パワー
ポイント資料の作成の仕方，これまでのプレゼン資料の紹介など 
「15番目の数」（その秘密）で算数しよう！ 

事前学習 
テキスト③pp.1-2（まえがき）を読
み，自分なりにまとめておく。 

事後学習 

授業で実施した学習内容をノートに

しっかりとまとめておく。 

（レポートに活用できるように） 

テキスト③pp.136-154（繰り下がり

のあるひき算の授業づくり）にも目
を通しておく。 

第２回 「かけ算九九表」の秘密で算数しよう！ 

事前学習 
テキスト③pp.155-167（九九表の秘
密・不思議）を読み，まとめておく。 

事後学習 

学習内容を算数科の目標を記憶す

る。自分なりに理想と考える授業イ
メージについノートにまとめてお
く。 

テキスト③pp.109-120（かけ算の意
味）にも目を通しておく。 

第３回 

問題解決的な学習（アクティブ・ラーニング型の学習）と問いへ
の気づかせ方 

 

事前学習 

テキスト③pp.13-31 を読み，自分な
りにまとめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成

し，プレゼンの準備をする。 

事後学習 
授業を振り返り，ノートにまとめ，
理解を深める。 

第４回 見通しづけ，自力解決及び発表・検討段階の組み方 

事前学習 

テキスト③pp.32-49 を読み，自分な
りにまとめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成
し，プレゼンの準備をする。 

事後学習 
授業を振り返り，ノートにまとめ，

理解を深める。 

第５回 
考えの多様性とその生かし方・まとめ方 

 

事前学習 

テキスト③pp.50-68 を読み，自分な

りにまとめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成
し，プレゼンの準備をする。 

事後学習 
授業を振り返り，ノートにまとめ，
理解を深める。 

第６回 
練り合い・練り上げ指導の改善とコミュニケコーション活動への

支援のあり方 

事前学習 

テキスト③pp.69-85 を読み，自分な
りにまとめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成

し，プレゼンの準備をする。 

事後学習 
授業を振り返り，ノートにまとめ，
理解を深める。 

第７回 

まとめ・振り返りの段階における工夫，考える力をつけるノート

指導 

内容の取り扱いについての配慮事項，数学的活動の取り組みにお
ける配慮事項 

事前学習 

テ キ ス ト ③ pp.86-96 及 び
②pp.329-338 を読み，自分なりにま

とめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成
し，プレゼンの準備をする。 

事後学習 
授業を振り返り，ノートにまとめ，
理解を深める。 

第８回 

第１学年の目標と指導内容 

（数の構成と表し方，加法・減法，図形についての理解の基礎，

量と測定についての理解の基礎，絵や図を用いた数量の表現） 

（数学的活動） 

※減加法と減々法，15 番目の数（加法，減法） 

事前学習 

テキスト②pp.76-101 を読み，自分な

りにまとめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成
し，プレゼンの準備をする。 

事後学習 
授業を振り返り，ノートにまとめ，
理解を深める。 

第９回 

第２学年の目標と指導内容 

（数の構成と表し方（簡単な分数含む），加法・減法，乗法（乗法
九九等），三角形や四角形などの図形，長さやかさの単位と測定，

簡単な表やグラフ） 

（数学的活動） 

※十進位取り記数法，数の相対的な大きさ，同数累加と倍概念，

かけ算の意味指導，九九表の不思議・秘密 

事前学習 

テキスト②pp.102-133 を読み，自分
なりにまとめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成

し，プレゼンの準備をする。 

事後学習 
授業を振り返り，ノートにまとめ，
理解を深める。 

第１０回 

第３学年の目標と指導内容 

（乗法，除法，小数の意味と表し方，分数の意味と表し方，二等
辺三角形・正三角形などの図形，表と棒グラフ） 

（数学的活動） 

事前学習 

テキスト②pp.134-178 を読み，自分
なりにまとめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成
し，プレゼンの準備をする。 

事後学習 
授業を振り返り，ノートにまとめ，
理解を深める。 

第１１回 

第４学年の目標と指導内容 

（概数と四捨五入，小数の仕組みとその計算，同分母の分数の加
法・減法，平行四辺形・ひし形・台形などの平面図形，平面図形
の面積，伴って変わる二つの数量，簡単な場合についての割合） 

事前学習 

テキスト②pp.179-231 を読み，自分

なりにまとめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成
し，プレゼンの準備をする。 



 

 

（数学的活動） 
事後学習 

授業を振り返り，ノートにまとめ，
理解を深める。 

第１２回 

第５学年の目標と指導内容 

（整数の性質，整数・小数の記数法，小数の乗法・除法，分数の
加法・減法（異分母分数），平面図形の性質，平面図形の面積，異
種の二つの割合，平面図形の性質，立体図形の性質，伴って変わ

る二つの数量の割合） 

（数学的活動） 

事前学習 

テキスト②pp.232-283 を読み，自分

なりにまとめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成
し，プレゼンの準備をする。 

事後学習 
授業を振り返り，ノートにまとめ，
理解を深める。 

第１３回 

第６学年の目標と指導内容 

（分数の乗法・除法，縮図や拡大図・対称な図形，円の面積，比

例，テータの考察，起こり得る場合） 

（数学的活動） 

事前学習 

テキスト②pp.284-321 を読み，自分
なりにまとめておく。 

担当チームは，まとめの資料を作成

し，プレゼンの準備をする。 

事後学習 
学習内容を振り返り，学習した成果

と課題をレポートにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：算数科の目標及び A・B 領域の内容（テキスト②pp.21-32 及び pp.42-56）をまとめ，それに対する， 

自分なりの考えを記述する。 

レポート形式：A4 判用紙２枚（40 字×30 行×２枚以上） 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始の前の日までに提出する。(メール経由) 

     提出後，添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了前に行う。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：C・D 領域，及び数学的活動の内容（テキスト②pp.56-75）をまとめ，それに対する，自分なりの考

えを記述する。 

レポート形式：A4 判用紙２枚（40 字×30 行×２枚以上） 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始の前の日までに提出する。(メール経由) 

     提出後，添削指導・質疑応答・意見交換を第 11 回授業終了前に行う。 

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

期末試験（期末レポート試験／発表等） 

 



 

 

１．科目名（単位数） 算数（初等・幼） （2単位） 

３．科目番号 

SJMP2382 

SJMP1382 

SJMP1282 

 
２．授業担当教員 土屋 修 

４．授業形態 講義・演習・実習等 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校算数科の目標「算数的活動を通して、数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び技能を身に

付け、日常の事象について見通しをもち、筋道を立てて考え、表現する能力を育てるとともに、算数的活動
の楽しさや数理的な処理のよさに気付き、進んで生活や学習に活用しようとする態度を育てる。」を踏まえて、
指導する４つの領域、指導する学年の指導内容や指導方法についての講義・演習や今後求められる算数教育

のあり方についての講義・演習。 

８．学習目標 

(1)算数科の目標や学習指導要領の内容を理解する。 

(2)各学年の指導内容について理解し、説明することができる。 
(3)算数科の授業づくりを理解し、自分なりの授業構想を考え説明することができる。 
(4)指導計画作成の意義やその方法のポイントについて理解し、説明することができる。 

(5)算数指導における課題を理解し、その改善のための方法について具体的な方法を踏まえて自らの考えを説 
明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント】 

・自分のこれまでの学習経験を想起し、算数に対するイメージを具体的にまとめておく 

【レポート課題】 

・期末レポートとは、講義及び学習内容をまとめたノートである。このノートは期末試験当日に提出する。 

・担当部分の発表を行うために自分でまとめた資料は、授業に対する積極性とともに、日常の授業における

評価に組み込む。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 算数編』日本文教出版「算数科指導法」でも使用。 

土屋修・佐々木隆宏編著『算数科教育の基礎が分かる本』学術図書 「算数科指導法」でも使用。 

必要に応じて資料を配付する。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領』、文部科学省『幼稚園教育要領』、厚生労働省『保育所保育指針』 

内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』 

講義の中で、適宜参考図書に関して紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・学習内容に関し自ら課題を見つけ、授業中はその解決に向け意欲的に取り組んでいたか。 

・講義内容をまとめるとともに、必要に応じて自ら調べ学習を行うなど、到達目標の達成に向けたレポート

が作成できたか。 

・到達目標にある内容について正しく理解し、説明することができたか。 

○評定の方法 

・日常の授業における評価・・・総合点の 20％（必要に応じて講義の中で小テストを行う場合がある。） 

・期末レポートにおける評価・・総合点の 30％ 

・期末テストにおける評価・・・総合点の 50％ 

なお、授業には必ず出席をすること。 

12．受講生への 

メッセージ 

・自らが算数のよさや楽しさを感じて身に付けていなければ、子供にそれを身に付けさせることはできない。

自分の経験を生かしながら、算数のよさや楽しさを感じ身に付けられるよう教員と学生、学生相互の熱い

議論を期待する。 

・算数を学ぶことは、小学校教諭のみが必要なことではない。子供は小学校に入学する前から、日常生活の

中で数量や図形等に関心をもっている。子供がどのような段階を踏んで数量や図形などの概念を身に付け

ていくのかを理解することは、幼児期の教育や保育に関わる者にとっても、意味があり非常に重要である。 

小学校と中学校の連携についても同様である。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（班編制、発表領域・内容、発表日の決定） 

算数科の目的・目標の変遷 

事前学習 
算数の授業を想起し、楽しかったことやそう

でなかったこと等を具体的にまとめておく。 

事後学習 
算数科の目的・目標の変遷をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第２回 

数と計算⑴ 

・「数と計算」領域の概要 

・数とその表し方 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑴を読み、内容を把握し、疑問点をま

とめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第３回 

数と計算⑵ 

・加法と減法 

・乗法と除法 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑵の部分を読み、内容を把握し、疑問

点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第４回 数と計算⑶ 事前学習 発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数



 

 

・小数の意味と表し方 

・小数の計算 

と計算⑶の部分を読み、内容を把握し、疑問

点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑶をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第５回 

数と計算⑷ 

・分数の意味と表し方 

・分数の計算 

・式による表現 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑷の部分を読み、内容を把握し、疑問

点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑷をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第６回 

図形⑴ 

・「図形」領域の概要 

・図形を説明することば 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、図

形⑴の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、図形⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第７回 

図形⑵ 

・かたち（平面図形） 

・かたち（空間図形） 

・量（面積、体積） 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、図

形⑵の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、図形⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第８回 

測定⑴ 

・「測定」領域の概要 

・量と測定の基礎 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、測

定⑴の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、測定⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第９回 

測定⑵ 

・長さ、広さ、かさ、重さの測定と単位 

・時刻と時間 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、測

定⑵の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、測定⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１０回 

変化と関係⑴ 

・「変化と関係」領域の概要 

・関数の考え方 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、変

化と関係⑴の部分を読み、内容を把握し、疑

問点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、変化と関係⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１１回 

変化と関係⑵ 

・割合、百分率、単位量あたりの大きさ 

・比、比例、反比例 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、変

化と関係⑵の部分を読み、内容を把握し、疑

問点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、変化と関係⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１２回 

データの活用⑴ 

・「データの活用」領域の概要 

・代表値 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、デ

ータの活用⑴の部分を読み、内容を把握し、

疑問点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返りデータの活用⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１３回 

データの活用⑵ 

・統計的な表やグラフ 

・起こり得る場合、統計的な問題解決 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、デ

ータの活用⑵の部分を読み、内容を把握し、

疑問点をまとめておく。 

事後学習 講義を振り返りデータの活用⑵をまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回の講義内容を踏まえて、算数科の改訂の趣旨についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第１回の授業後に実施する。 

提出期限：第２回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第３回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第２回～第１１回の講義内容を踏まえて、「算数科の内容」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第１１回の授業後に実施する。 

提出期限：第１２回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１３回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合にはその後も研究室で随時受け付け適宜指導する。 

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

期末試験 

 



１．科目名（単位

数） 
ジェンダー論 （2単位） 

３．科目番号 JNGC1205 

２．授業担当教員 堀 聡子 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「女は家庭のなかで子育てをすることに向いている」とか「男は外で仕事をすることに向いている」といった

「女らしさ」や「男らしさ」は、長い間、身体の仕組みや本能などの生物学的要因によって決定されるものだ

と考えられてきた。しかし、20 世紀の後半から、「女らしさ」「男らしさ」の区別は、社会的・文化的要因と

深く関係していると考えられるようになった。「ジェンダー」とは、このような社会的・文化的に形成された

性別を意味し、「女らしさ」「男らしさ」の社会的な側面に注目した概念である。本講義では、「ジェンダー」

という言葉の意味を理解した上で、現代社会の様々な社会現象・社会問題に対して、「ジェンダー」の観点か

ら関心をもち、分析・考察し、表現する力を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

本講義の目的を達成するために、以下の3つの到達目標を設定する。 

1)「ジェンダー」の概念とその意義を理解した上で、わかりやすく説明することができる。 

2) 現代社会における家族、労働、家事、育児、介護等の諸問題に内在する「ジェンダー」に関心をもち、

それぞれの課題について他の受講者の意見を尊重した上で議論することができる。 

3) 本授業での学びの成果をもとに、「ジェンダー」の観点から、現代社会における様々な社会現象・社会

問題を分析・考察し、自らの意見を適切な表現を用いて表現することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

2回のレポートを課す予定である。レポートでは、授業内容の理解を問うとともに、具体的な事例について、

ジェンダー論の観点からどのような考察が可能になるかを考えてもらう。 

また、毎回授業の最後にリアクションペーパーを提出してもらう。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】伊藤公雄・牟田和恵編『ジェンダーで学ぶ社会学［全訂新版］』世界思想社、2015。 

【参考書】高橋準『ジェンダー学への道案内』北樹出版、2009。 

加藤秀一・石田仁・海老原暁子『図解雑学 ジェンダー』ナツメ社、2005。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・「ジェンダー」の概念とその意義を理解できたか。 

・現代社会に内在する「ジェンダー」の課題に関心をもち、それに対する自らの意見を深めることができた

か。 

・「ジェンダー」の観点から、現代社会における様々な社会現象・社会問題を分析、考察することができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

ジェンダーという概念は、人間の意識や行動だけではなく、社会・文化のあり方を理解する上でも、有効で

す。本講義をきっかけとして、自分の身近にあるジェンダーについて、理解する視点を獲得してもらえればと

思います。なお、授業中の私語、居眠り、飲食、携帯電話の使用を禁じます。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション：ジェンダー論をどう学ぶか 

事前学習 シラバスの確認 

事後学習                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
配布資料を用いてジェンダー論とは何かにつ

いて振り返る 

第２回 ジェンダー論の視点 

事前学習 
教科書第 0章（pp.1-17）を読んでジェンダー

概念について内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いてジェンダー概念について振

り返る 

第３回 子どもの社会化とジェンダー 

事前学習 

教科書第 1 章（pp.19-33）を読んで子どもの

社会化とジェンダーについて内容を確認して

おく 

事後学習 
配布資料を用いて子どもの社会化とジェンダ

ーについて振り返る 

第４回 教育とジェンダー 

事前学習 
教科書第 2章（pp34-51）を読んで教育とジェ

ンダーについて内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて教育とジェンダーについて

振り返る 

第５回 恋愛・結婚とジェンダー 

事前学習 
教科書第 4 章（pp.66-79）を読んで恋愛・結

婚とジェンダーについて内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて恋愛・結婚とジェンダーに

ついて振り返る 

第６回 労働とジェンダー 
事前学習 

教科書第 5章・6章（pp.80-112）を読んで労

働とジェンダーについて内容を確認しておく 

事後学習 配布資料を用いて労働とジェンダーについて



振り返る 

第７回 家族とジェンダー 

事前学習 
教科書第 7 章（pp.113-129）を読んで家族と

ジェンダーについて内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて家族とジェンダーについて

振り返る 

第８回 子育てとジェンダー 

事前学習 

教科書第 7章（pp.113-129）、第 15章（pp.234-

247）を読んで子育てとジェンダーについて内

容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて子育てとジェンダーについ

て振り返る 

第９回 男性学とジェンダー論 

事前学習 
教科書第 9 章（pp.148-160）を読んで男性学

とジェンダー論について内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて男性学とジェンダー論につ

いて振り返る 

第１０回 暴力とジェンダー 

事前学習 
教科書第 10章（pp.161-174）を読んで暴力と

ジェンダーについて内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて暴力とジェンダーについて

復習する 

第１１回 ファッションとジェンダー 

事前学習 

教科書第 11章（pp.175-188）を読んでファッ

ションとジェンダーについて内容を確認して

おく 

事後学習 
配布資料を用いてファッションとジェンダー

について復習する 

第１２回 友人関係とジェンダー 

事前学習 
教科書第 12章（pp.189-203）を読んで友人関

係とジェンダーについて振り返る 

事後学習 
配布資料を用いて友人関係とジェンダーにつ

いて振り返る 

第１３回 セクシュアリティと「性」の多様性 

事前学習 
セクシュアルマイノリティーについて自分で

調べる 

事後学習 
配布資料を用いてセクシュアリティと「性」

の多様性について振り返る 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 1回〜7回の授業を踏まえ、身近な事象について、ジェンダーの視点で考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：私たちの社会は「強制的異性愛」と言われることがある。「強制的異性愛」の何が問題なのか、授業内

容を踏まえてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業終了から 2週間後までに提出する。 

事後学習：全 13回の授業とレポート作成を通して学んだことを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） システム設計 （2単位） 

３．科目番号 EDIT3315 

２．授業担当教員 ロペス ルイス ミゲル 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

科目「コンピュータサイエンスⅡ」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

システムを構築あるいは分析するためには、対象とするシステムの分析と業務分析が必要になる。これら

の分析を基に、システムを UML などで記述することで明確な設計を行える。具体的には、この一連の手続

きについて演習を通して学ぶ。また、例題研究によって、各種のシステムがどのようになっているかの分析

や設計記述を行う。 

８．学習目標 

目標は、①情報システムの構築を行うための分析・設計技術の基本知識を習得し、②簡単な情報システム

を、主として構造化設計技法に基づき、自ら設計できるスキルを獲得することである。本科目では、顧客に

よるシステム化要求に基づき、情報システムを構築することを想定する。構築にあたってはウォータフォー

ルモデルをベースにしたシステム開発技法をもとに、DFD(データフロー図)やER (Entity Relationship)な

ど、関連する技法も学ぶ。これにより広く普及している構造化設計技法を習得する。オブジェクト指向技法

（具体的にUMLを通して）を本格的に学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

IT系の科目は、スキルを身につけるのは一番大切なので、3回に1回程度、今まで勉強した内容について教

科書や配布プリントをもって演習問題を提示し、それを授業中に解きます（例：ソフトウェアの定義、以前
の設計ツール：データフロー図で実際設計を行う、オブジェクト指向モデリング：UMLで実際設計を行う）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

河村一樹『改訂新版 ソフトウェア工学入門』近代科学社、2003年。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

①情報システムの構築を行うための分析・設計技術の基本知識を習得できたか。 

②簡単な情報システムを、主として構造化設計技法に基づき、自ら設計できるスキルを獲得することができ

たか。 

○評定の方法 

平常点(授業への積極的な参加・小テスト・レポート等) 70％ 

最終課題 30％ 

12．受講生への 
メッセージ 

演習問題に真剣に取り組みましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ソフトウェアのモデリング（1） 

事前学習 教科書 pp.53~54を読む 

事後学習 
ウォータフォール、成長、らせんモデルの仕組み
を覚える 

第２回 
ソフトウェアの開発技術・構造化分析：データフロ

ーモデル   演習 

事前学習 教科書 p.101を読む 

事後学習 今回提示した演習問題を完成させる 

第３回 ソフトウェアのモデリング（2） 
事前学習 教科書 p.67を読む 

事後学習 データフロー図をよく理解する 

第４回 ソフトウェア工学とは何か 
事前学習 前回配布したプリント読む 

事後学習 教科書 pp.80~83の内容を覚える 

第５回 
ソフトウェアの開発技術・構造化分析：データフロ

ーモデル   演習 

事前学習 教科書 pp.102~104を読む 

事後学習 今回提示した演習問題を完成させる 

第６回 ソフトウェアの開発技術・構造化モデリング 
事前学習 教科書 p.120と p.122を読む 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第７回 ソフトウェアの開発技術・構造化プログラミング 
事前学習 教科書 pp.123~124を読む 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第８回 オブジェクト指向モデリング・UML  課題１ 
事前学習 教科書 pp.129~131を読む 

事後学習 オブジェクト指向の様々な概念をよく理解する 

第９回 オブジェクト指向モデリング・UML  課題２ 
事前学習 教科書 pp.143~146を読む 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第１０回 オブジェクト指向モデリング・UML  演習３ 
事前学習 

クラス図の概念をよく理解する（教科書 p.150

と前回配布のプリント） 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第１１回 オブジェクト指向モデリング・UML  演習４ 
事前学習 

その他の図の概念をよく理解する（教科書
pp.151~156と前回配布のプリント） 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第１２回 まとめ・総合演習 1 
事前学習 DFD図と UMLを復習する 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第１３回 総合演習 2 

事前学習 UMLを復習する 

事後学習 
「システム設計演習」の第１回までに UMLと Java
の関係について学ぶ（必要な資料は授業で配布） 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「ソフトウェアとハードウェア」 

教科書 pp1-3 を読み、インターネット等を検索してソフトウェアとハードウェアについて調べてレポートにまとめて

ください。 

レポート形式：MSワードフイル（1000字程度）。 

実施期限：第 1回の授業後 



 

 

 

提出期限：第 2回の授業開始時 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「ソフトウェアの品質」 

教科書 pp157-166を読み、インターネット等を検索して OSIについて調べてレポートにまとめてください。 

レポート形式：MSワードファイル（1000字程度）。 

実施期限：第 11回の授業後 
提出期限：第 12回の授業開始時 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 死生学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1332 

２．授業担当教員 鈴木 康明 

４．授業形態 講義を中心とするが主題によっては演習を行う場合がある。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

Death Education デス・エデュケーション（生と死から学ぶいのちの教育）を枠組みに、死、生、性の

事柄について多角的に考える。また、Grief Education グリーフ・エデュケーション（悲嘆教育）も内容に

含み、死別の悲しみとそのかかわりについても学ぶ。これらの学びを通して、人間の尊厳について、存在の

かけがえなさについて、異質性と普遍性についてなどを理解することで、関係存在としての自らを見つめ直

す。 

８．学習目標 

１ 死、生、性、悲嘆を学ぶことで、一人一人の存在のかけがえのなさについて理解する。 

２ あわせて、人間は単独では存在できない関係存在であることについて理解する。 

３ これらから、生きていくことに対する肯定的な考え方の形成を目指す。 

４ さらに、対人援助を志す「福祉、教育、心理」を学ぶ受講者のかかわり技術の形成を目指す。 

５ ただし、技術は人間性により支えられるものであり、深く思索するパーソナリティの形成も目指す。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：新聞、インターネットなどから幅広く「生命の尊厳」に関する情報の収集を行う。 

課題：それについての自分の意見をまとめる。 

→単元終了後にレスポンスシートを作成する。 

レポート課題：死生学の講義を通し、関心をもった事柄を取り上げ内容と自分の考えをまとめる。Ａ４40字

×40行、2枚程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

鈴木康明著『生と死から学ぶ』北大路書房。 

【参考書】 

鈴木康明監修『いのちの本』学研。 

若林一美著『死別の悲しみを超えて』岩波書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．死生学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．肯定的な人間観、人生観を形成するための努力をしようとしているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題レポート      総合点の６０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

パスカルは、「人間は、死と不幸と無知とを癒すことができなかったので、幸福になるために、それらのこ

とについて考えないことにした」（『パンセ』中央公論社・世界の名著）と述べておりまさに至言である。 

しかし、だからこそそれらについて受講者と考えてみたいのである。そのためには受講者一人一人の思考

力、創造力、問題解決能力が必要であり、その形成を目指し、次の事柄を遵守することを望む。 

１．常に高い緊張感と集中力を保って受講し、自己鍛錬を怠らない。 

２．質問、発表を積極的に行い、主体性の形成に勤しむ。 

３．欠席、遅刻、早退をしないことで自己管理力をつける。 

４．勝手な退室や、講義に関係のない振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などをせず、常にセ

ルフモニタリングにつとめる。 

 

なお、明らかに態度が悪いと判断された場合厳格な指導が行われる。その後も改善されない場合は全出席

であってもＦ評価になることを理解しておく。 

 

また教員は次のことを実行する。 

１．講義の目的を明確にし、シラバスに沿って講義する。 

２．声の大きさや話し方など、受講者の聞きやすさ、わかりやすさについて配慮する。 

３．討議や演習など受講者が積極的に講義に参加できる環境を作る。 

４．受講者の質問には誠実に対応する。 

５．受講者が上記のメッセージ１～４が守らない場合、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業内にて周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

・講義の目的と内容、評価について 

・受講態度と自己教育力について 

→座席、私語 etc. 

事前学習 受講動機を確認しておく。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第２回 

（１）BEING 今在ること   

・胎児条項と優生思想を中心に、いのちの「優劣」とは

なにかについて考える。 

→ペアワーク 話し合い 

事前学習 教科書 pp.1～11を読み要点を整理しておく。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

  



 

 

第３回 

・ダウン症と中絶を中心に、存在する「価値」について

考える。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 p.12、資料 2を読みぞれについての意

見をまとめる。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第４回 

（２）NOW  AND  HERE 今を生きる   

・生涯にわたる発達と取り上げ、「関係存在」としての

人間を考える。 

→ペアワーク 話し合い 

事前学習 
教科書 pp.20～28 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第５回 

・「青年期」の課題からこれからの自らのあり方を考え

る。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 p.31、資料 2を読みそれについての意

見をまとめる。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第６回 

（３）PILOT 先を生きる人々   

・「老い」を理解し、高齢者へのかかわりについて考え

る。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 pp.40～56 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 
教科書 pp.29～31を読みそれについての意見

をまとめる。 

第７回 

（４）SALAD  BOWL ともに生きる 

・異質性の課題から対人関係構築能力と「多文化共生」

について考える 

→グループワーク 演習（ある物語） 

事前学習 
教科書 pp.59～67 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第８回 

（５）BE THERE ホスピスから学ぶ 

・悪性新生物と痛みの事柄から、「かかわり」の意味に

ついて考える。 

→ペアワーク 話し合い 

事前学習 
教科書 pp.76～84 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第９回 

・ホスピス緩和ケアの活動からかかわりの意味について

考える。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 p.86、資料 2を読みそれについての意

見をまとめる。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１０回 

（６）LOST  AND  GAIN 死別の悲しみ 

・「悲嘆と哀悼」から、人間存在の意義について考える。 

→ペアワーク 演習（かかわり技術） 

事前学習 
教科書 pp.104～108を読みそれについての意

見をまとめる、 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１１回 

・「グリーフケア」の理論と技術から、対人援助の意義

について学ぶ。 

→ペアワーク 演習（かかわり技術） 

事前学習 
教科書 pp.94～103 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１２回 

（※）東日本大震災から 

・自らの「これからの生き方」について考える。 

→スライド 

事前学習 2011年 3月 11日の行動を想起しておく。 

事後学習 グループワーク わかちあいの体験 

第１３回 

（７）GIFT 賜物 

・デス・エデュケーションとグリーフ・エデュケーショ

ンの現状と課題について考える。 

→グループワーク 情報交換 

事前学習 
教科書 pp.118～127を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

課題研究

１ 

課題研究 臓器移植について概要を整理する。A4横書き 40字×40行 1枚 

第 10 回授業開始時に提出する。提出後、課題作成時に考えた事柄を小グループで意見交換する。教員への質問、教員

からの指導は随時行う。 

事後学習 臓器移植について考える視聴覚教材について整理する。 

課題研究

２ 

課題研究 子どもに死と生を教える際の留意点を整理する。A4横書き 40字×40行 1枚 

第 13 回授業開始時に提出する。提出後、課題作成時に考えた事柄を小グループで意見交換する。教員への質問、教員

からの指導は随時行う。 

事後学習 子どもに死生を教える際有効と考える視聴覚教材について整理する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 肢体不自由教育Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3453 

SNMP3453 

SCMP3453 

SBMP3453 

SSMP3353 

２．授業担当教員 八重樫 幸雄 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
肢体不自由教育Ⅰの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

本科目では、肢体不自由教育Ⅰで学習した知識を基礎に、医療・福祉など近接分野の最新の動向に関心を
広げながら、より実践的な内容を学習する。具体的には主として自立活動に関する学習指導案の作成・模擬

授業を通して、実態把握やアセスメントの方法、及び評価に関する基礎、教材・教具の意義理解など、肢体
不自由特別支援学校で活かせる実践力を、グループ討議や双方向対話形式で培っていく。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

① 肢体不自由の主な起因疾患と指導上の留意点 
➁ 肢体不自由児の実態把握・アセスメントの基礎知識 
③ 自立活動の授業づくりや模擬授業、授業研究会に関する取り組み 

④ 身体障害者福祉施策の概要 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・アサイメント 

 事前学習、事後学習で取り組んだ内容を毎回のアサイメントシートに記述する。 

・レポート課題  

模擬授業の反省を踏まえた肢体不自由児に関する自立活動の学習指導案を作成する。A4版4～8枚程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説  

自立活動編(幼稚部･小学部・中学部)』開隆堂出版。 

【参考書】 

古川勝也・一木 薫編著『自立活動の理念と実践 実態把握から指導目標・内容の設定に至るプロセス』 

ジアース教育新社、2016。 

小林芳文編『乳幼児と障害児の発達指導ステップガイド』日本文化科学社、1999。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．肢体不自由教育に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。    

２．肢体不自由教育の学習指導案作成と授業づくりを理解し、模擬授業や授業研究に主体的に他と協調しな

がら対処できるようになっているか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 発言、討議、態度、グループワークへの貢献、シートの取り組み等への積極的参加  総合点の４０％ 

２ レポート（模擬授業、テストを含む）          総合点の６０％ 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

模擬授業等は、児童生徒の視点、教師の視点の両方からしっかりと取り組む必要がある。またグループで協

力しながら取り組む模擬授業は、チームティーチングの原点になる。これまで学んできた知識を踏まえ、授

業には、真剣に取り組む。 

13．オフィスアワー 第１回の時に知らせる。 連絡先 yae123@nifty.com 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：肢体不自由教育Ⅰの振り

返り 

事前学習 
肢体不自由教育Ⅰで学んだ肢体不自由教育の現状と課

題を見直しておく。 

事後学習 

肢体不自由教育Ⅱで関心をもったところを説明できる

ように、アサイメントシートにまとめ、確認テストの

準備をする。 

第２回 
肢体不自由特別支援学校における教育課程と

自立活動の授業づくり 

事前学習 

肢体不自由教育Ⅰでの学びを振り返り、肢体不自由特

別支援学校の教育課程と自立活動について説明できる

ようにアサイメントシートにまとめておく。 

事後学習 
自立活動の授業について説明できるように、アサイメ

ントシートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第３回 肢体不自由児の実態把握とアセスメント 

事前学習 

肢体不自由児の実態を把握するための検査について調

べ、説明できるようにアサイメントシートにまとめて

おく。 

事後学習 

肢体不自由児の実態把握の方法について説明できるよ

うに、アサイメントシートにまとめ、確認テストの準

備をする。 

第４回 
感覚・認知、人間関係の指導例～ 

ムーブメント教育を中心に～ 

事前学習 
自分でムーブメント教育について調べ、説明できるよ

うにアサイメントシートにまとめておく。 

事後学習 

感覚・認知、人間関係の指導例で関心を持ったところ

を説明できるように、アサイメントシートにまとめ、

確認テストの準備をする。 



 

 

第５回 運動・動作の指導例 

事前学習 
「身体の動き」の具体例を自分で調べ、説明できるよ

うにアサイメントシートにまとめておく。 

事後学習 

運動・動作の指導例で関心を持ったところを説明でき

るように、アサイメントシートにまとめ、確認テスト

の準備をする。 

第６回 コミュニケーションの指導例 

事前学習 
「コミュニケーション」の具体例を自分で調べ、説明

できるようにアサイメントシートにまとめておく。 

事後学習 

コミュニケーションの指導例で関心を持ったところを

説明できるように、アサイメントシートにまとめ、確

認テストの準備をする。 

第７回 
学習指導案作成と模擬授業の計画・準備～外部

講師を招いて～ 

事前学習 

これまでの指導例で分からないところをアサイメント

シートにまとめ、外部講師に質問できるようにしてお

く。 

事後学習 

自分が取り上げる児童と指導内容を決めて、アサイメ

ントシートにまとめ、略案を USB に保存して次回の授

業準備をする。 

第８回 
学習指導案の作成 略案から実際の指導案づ

くりへ 

事前学習 

模擬授業と指導案検討ができるように、検討すべきと

ころを明確にしてアサイメントシートにまとめてお

く。 

事後学習 

自立活動指導案作成で学んだポイントを説明できるよ

うに、アサイメントシートにまとめ、確認テストの準

備をする。各自の取り組む課題を確認し、仕上げてお

く。 

第９回 模擬授業と指導案検討（授業研究会）① 

事前学習 

模擬授業と指導案検討ができるように、検討すべきと

ころを明確にしてアサイメントシートにまとめてお

く。 

事後学習 

自立活動指導案作成で学んだポイント①を説明できる

ように、アサイメントシートにまとめ、確認テストの

準備をする。各自の取り組む課題を確認し、仕上げて

おく。 

第１０回 模擬授業と指導案検討（授業研究会）② 

事前学習 
各自がするべきことをアサイメントシートにまとめ

て、中間発表会の準備をする。 

事後学習 

自立活動指導案作成で学んだポイント②を説明できる

ように、アサイメントシートにまとめ、確認テストの

準備をする。各自の取り組む課題を確認し、仕上げて

おく。 

第１１回 模擬授業と指導案検討（授業研究会）③ 

事前学習 

模擬授業と指導案検討ができるように、検討すべきと

ころを明確にしてアサイメントシートにまとめてお

く。 

事後学習 

自立活動指導案作成で学んだポイント③を説明できる

ように、アサイメントシートにまとめ、確認テストの

準備をする。各自の取り組む課題を確認し、仕上げて

おく。 

第１２回 模擬授業と指導案検討（授業研究会）④ 

事前学習 

模擬授業と指導案検討ができるように、検討すべきと

ころを明確にしてアサイメントシートにまとめてお

く。 

事後学習 

自立活動指導案作成で学んだポイント④を説明できる

ように、アサイメントシートにまとめ、確認テストの

準備をする。各自の取り組む課題を確認し、仕上げて

おく。 

第１３回 
肢体不自由教育のまとめ  

学習指導案に基づく模擬授業の発表と講評 

事前学習 
各自がするべきことをアサイメントシートにまとめ

て、発表会の準備をする。 

事後学習 
課題レポートを指定された日までに文書で提出できる

ようにする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：肢体不自由教育Ⅰや第 1回の講義内容を踏まえて、「肢体不自由児者の生活上の課題」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 2回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 3回授業終了以後も随時行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 4回～第 6 回の講義内容や外部講師の講義を踏まえて、「外部講師の話から私の模擬授業の指導案

で大切にしたいこと」についてレポートにまとめなさい。 



 

 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回授業終了以後も随時行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
肢体不自由教育総論 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2454 

SNMP2454 

SCMP2454 

SBMP2454 

SPMP2454 

２．授業担当教員 八重樫 幸雄 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年、肢体不自由特別支援学校では重複障害や合併症を伴う児童・生徒が増える一方、知的障害を主たる

対象とする特別支援学校や視覚障害や聴覚障害を専門とする特別支援学校、病弱特別支援学校においても、

肢体不自由を合併する児童生徒が増えている。また、医療的ケアを必要とする重症心身障害児が学校に通っ

てくるケースも増加するなど、肢体不自由教育の教育課程編成はより一層複雑かつ創意工夫が必要になって

いる。さらに、インクルーシブ教育の理念の広がりにより、地域の小中学校に肢体不自由のある子どもが入

学するケースも増加するなど、その必要性は、様々な場所に広がっている。 

このような現状をふまえながら、家庭・地域ならびに医療や福祉の関係機関と連携した教育的支援のあり

方について、実際的な講義を進めていきたい。 

８．学習目標 

１．肢体不自由教育についての概要を理解し、基礎から発展的に説明できるようになる。 

２．肢体不自由教育の現状と課題について理解し、基礎から発展的に説明できるようになる。 

３．肢体不自由教育の場、教育課程についての知識を、基礎から発展的に身に付ける。 

４．日常生活における家族や医療機関等との連携の実際がわかる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・アサイメント 

 事前学習、事後学習で取り組んだ内容を毎回のアサイメントシートに記述する。 

・レポート課題 

 肢体不自由教育における「医療的ケア」について、あなたの考えを述べなさい。（1200字） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

川間 健之介・西川 公司編著『肢体不自由児の教育〔改訂版〕』放送大学教育振興会、2014。 

【参考書】 

篠田達明監修『肢体不自由児の医療・療育・教育 改訂 3版』金芳堂、2015 

   ＊必要に応じてプリント資料を配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．肢体不自由教育についての概要を理解し、基礎から発展的に説明できたか。 

２．肢体不自由教育の現状と課題について理解し、基礎から発展的に説明できたか。 

３．肢体不自由教育の場、教育課程についての知識が、基礎から発展的に身についたか。 

４．日常生活における家族や医療機関との連携の実際がイメージできたか。 

５．主体的な発言・取組をし、協調性を発揮して授業に参加できたか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業への積極的参加        総合点の５０％ 

２ レポート             総合点の２０％ 

３ 期末試験             総合点の３０％ 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．積極的で意欲的な授業への参加を期待する。そのために、各回のアサイメント(予習、復習)で出された

課題は必ずアサイメントシートにまとめて授業に臨むこと。 

２．授業中は真剣に取り組み、特に主体的な発言やグループワークへの貢献に努める。 

３．レジメやアサイメントシートや配布資料等は各自整理整頓に努め、学習内容の大切な資料として活用す

ること。 

13．オフィスアワー 第１回の時に知らせる。 連絡先 yae123@nifty.com 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 肢体不自由教育の

歴史と現状と課題について 

事前学習 

教科書「第１章 肢体不自由教育の基礎的理解を読み「肢体

不自由」の概念等についてアサイメントシートにまとめ、説

明できるようにしておく。 

事後学習 
肢体不自由児教育の歴史と現状について分かったことをア

サイメントシートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第２回 
肢体不自由児が学ぶ場について 

―特別支援学校を中心に― 

事前学習 
肢体不自由特別支援学校についてアサイメントシートにま

とめ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
肢体不自由児の教育支援システムについて分かったことを

アサイメントシートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第３回 
肢体不自由児の生理・病理１ 

―運動発達の仕組み― 

事前学習 

教科書「３ 肢体不自由児の生理・病理１」を読み、運動発

達のしくみについてアサイメントシートにまとめ、説明でき

るようにしておく。 

事後学習 
筋肉・骨の働きとしくみについて分かったことをアサイメン

トシートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第４回 肢体不自由児の生理・病理２ 事前学習 教科書「４ 肢体不自由児の生理・病理２」を読み、脳性ま



 

 

―脳性まひ・二分脊椎を中心に― ひと二分脊椎についてアサイメントシートにまとめ、説明で

きるようにしておく。 

事後学習 
脳性まひと二分脊椎について分かったことをアサイメント

シートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第５回 
肢体不自由児の心理１ 

―発達を中心に― 

事前学習 

教科書「５ 肢体不自由児の心理１」を読み、認知・思考の

発達についてアサイメントシートにまとめ、説明できるよう

にしておく。 

事後学習 
肢体不自由児の認知・思考の発達についてアサイメントシー

トにまとめ、確認テストの準備をする。 

第６回 
肢体不自由児の心理２ 

―障害特性を中心に― 

事前学習 

教科書「６ 肢体不自由児の心理２」を読み、視知覚や行動

特性についてアサイメントシートにまとめ、説明できるよう

にしておく。 

事後学習 
知覚や行動特性についてアサイメントシートにまとめ、確認

テストの準備をする。 

第７回 
肢体不自由教育の教育課程 

―教育課程編成の基本― 

事前学習 

教科書「７ 肢体不自由教育の教育課程」を読み、教育課程

の編成についてアサイメントシートにまとめ、説明できるよ

うにしておく。 

事後学習 
肢体不自由教育の教育課程ついてアサイメントシートにま

とめ、確認テストの準備をする。 

第８回 

肢体不自由教育の実際１ 

―自立活動の指導Ⅰ― 

（6区分中、1から 3区分まで） 

事前学習 

教科書「８ 肢体不自由教育の実際１」を読み、自立活動の

概要についてアサイメントシートにまとめ、説明できるよう

にしておく。 

事後学習 
自立活動の概要についてアサイメントシートにまとめ、確認

テストの準備をする。 

第９回 

肢体不自由教育の実際２ 

―自立活動の指導Ⅱ― 

（6区分中、4から 6区分まで） 

事前学習 

教科書「９ 肢体不自由教育の実際２」を読み、自立活動の

指導における「身体の動き」についてアサイメントシートに

まとめ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
ポジショニングについてアサイメントシートにまとめ、確認

テストの準備をする。 

第１０回 
肢体不自由教育の実際３ 

―重度・重複障害児の理解― 

事前学習 

教科書「12 肢体不自由教育の実際５」を読み、重度・重複

障害児についてアサイメントシートにまとめ、説明できるよ

うにしておく。 

事後学習 
医療的ケアについてアサイメントシートにまとめ、確認テス

トの準備をする。 

事後学習 
個別の指導計画の作成と指導の評価についてアサイメント

シートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第１１回 
肢体不自由教育の実際４ 

―重度・重複障害児の指導― 

事前学習 

教科書「13 肢体不自由教育の実際６」を読み、重度・重複

障害児の指導の概要についてアサイメントシートにまとめ、

説明できるようにしておく。 

事後学習 
個別の指導計画の作成と指導の評価についてアサイメント

シートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第１２回 
肢体不自由教育の実際５ 

―キャリア教育と進路指導― 

事前学習 

教科書「14 肢体不自由教育の実際７」を読み、肢体不自由

児のキャリア教育と進路指導についてアサイメントシート

にまとめ、説明できるようにしておく。 

事後学習 
「個別の教育支援計画」についてアサイメントシートにまと

め、確認テストの準備をする。 

第１３回 

肢体不自由児教育の今後の課題 

―外部講師を招いて 現状の課題から未

来を考える― 

事前学習 

教科書「15 新たな取組と今後の課題」を読み、外部講師に

質問したいところをアサイメントシートにまとめ、説明でき

るようにしておく。 

事後学習 
肢体不自由教育の課題についてアサイメントシートにまと

め、確認テストの準備をする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 2回の講義内容を踏まえて、「肢体不自由児者の生活や家族生活上の課題」についてレポー

トにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 3回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4回授業終了以後も随時行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：これまでの講義内容を踏まえて、「私が心がけたい肢体不自由教育と講師への質問」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 



 

 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業中、講師も交えて行う。 

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

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

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 肢体不自由者の心理・生理・病理 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2451 

SCMP2451 

SBMP2451 

SPMP2451 

SSMP2351 

２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 講義、演習（グループディスカッション） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

本科目では、脳性まひに代表される脳性疾患と、進行性筋ジストロフィー症に代表される神経・筋疾患や

骨・関節疾患、形態異常や外傷性後遺症に関する心理・病理・生理を学ぶ。医療面での規制が長期化するこ
ともあり、日常生活でも、家族や医療機関との連携を図り、まず、身体上・健康上の環境要因を整える知識・
技術について学ぶ。また、一人ひとりに合わせて支援器具をうまく活用し、住宅環境や教育環境の改善をは

かる点についても理解する。 
このことにより、肢体に障害のある人の「生活の質の向上」や効果的な支援に結びつける。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

① 肢体不自由児の起因や疾患などについての基礎知識 
② 肢体不自由児者や家族に関わる教師としての役割や教育内容 
③ 肢体不自由児者をとりまく地域行政や支援 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

肢体不自由の起因疾患・病理についてのレポート（1200字）。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
竹田一則著『肢体不自由児・病弱児教育のためのやさしい医学・生理学』ジアース教育新社、2010。 
【参考書】 
石部元雄著『肢体不自由児の教育 第 2版』ミネルヴァ書房。 
＊ その他、配布資料、VTRなどを用いて授業を進めていく。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．肢体不自由の心理・生理・病理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。    

２．肢体不自由者への支援を行ううえでのニーズを説明でき、主体的に他と協調しながら具体的に対処でき

るようになっているか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業への積極的参加（発言、討議、態度、グループワークへの貢献、シートの取り組み等）  総合点の

４０％ 

２ レポート（模擬授業、テストを含む）              総合点の６０％ 

 ＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 
メッセージ 

特別支援学校では、障害の重度重複化・多様化が進み、医療的ケアの必要な児童生徒も微増しています。
障害のある子の教育に携わる場合、各障害の生理・病理・心理的特徴を理解することは不可欠です。知識の
習得に留まらず、障害のある子やその家族の気持ちを理解できるように心がけてください。 
＊授業には、自らの問題意識を持ち、仲間と協議する気持ちで臨みましょう。様々な人の意見を聴きながら、
自分の考えをまとめていけるようにしていきましょう。 
授業中の私語、携帯電話の作動は禁止します。節度のある態度で授業に臨みましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 本講義を進行する上での遵守事項の確認 

事前学習 受講に際し「シラバスの 12」を理解しておく。 

事後学習 
「シラバスの 12」について合意したことを確認・意識
付けをする。 

第２回 肢体不自由とは 

事前学習 肢体不自由のイメージをし、まとめる。 

事後学習 肢体不自由がもたらす生活の困難について考えをまとめる。 

第３回 肢体不自由の起因疾患・種類 

事前学習 肢体不自由の起因疾患について調べておく。 

事後学習 肢体不自由の起因疾患についてまとめる。 

第４回 肢体不自由児の発達特性 

事前学習 肢体不自由児の発達特性について調べておく。 

事後学習 肢体不自由児の発達特性についてまとめる。 

第５回 脳性まひ① 痙直型 

事前学習 脳性まひの「痙直型」について予習しておく。 

事後学習 脳性まひの「痙直型」についてまとめる。 

第６回 脳性まひ② アテトーゼ型 

事前学習 脳性まひの「アテトーゼ型」について予習する。 

事後学習 脳性まひの「アテトーゼ型」についてまとめる。 

第７回 脳性まひ③ 失調型 事前学習 脳性まひの「失調型」について予習をしておく。 



 

 

事後学習 脳性まひの「失調型」についてまとめる。 

第８回 二分脊椎の病理・生理・心理 

事前学習 二分脊椎について予習をしておく。 

事後学習 二分脊椎について理解を確実にする。 

第９回 進行性筋ジストロフィーの病理・生理・心理 

事前学習 進行性筋ジストロフィー症の病型を調べる。 

事後学習 進行性筋ジストロフィー症の心理について考察する。 

第１０回 肢体不自由児の教育的特質 

事前学習 肢体不自由児の認知特性について調べておく。 

事後学習 肢体不自由児の認知特性についてまとめる。 

第１１回 重度・重複障害について 

事前学習 
重度・重複障害についてどういう状態かイメージをま
とめる。 

事後学習 重度・重複障害についてまとめる。 

第１２回 重度・重複障害児の発達特性 

事前学習 重度・重複障害児の認知特性について考えをまとめる。 

事後学習 重度・重複障害児の発達特性についてまとめる。 

第１３回 医療的ケアと看護ニーズ 

事前学習 
特別支援教育の現場にも医療的ケアが多いことをイメ
ージし、まとめる。 

事後学習 教員が行える医療的ケアを確実にまとめる。 

課題研究
1 

課題研究テーマ：第 5回～第 7回の講義内容を踏まえて「脳性まひの原因・分類」についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 
実施時期：第 7回の講義終了後に周知する。 
提出期限：第 9回の講義終了時に提出する。 
     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回の講義終了後に教室で行う。 
     添削内容等に質問がある場合は、その後も随時受け付けし指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究
2 

課題研究テーマ：第 11回～第 12回の講義内容を踏まえて「重度・重複障害の定義」についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 
実施時期：第 11回の講義終了後に周知する。 
提出期限：第 13回の講義終了時に提出する。 
     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を期末試験終了後に教室で行う。 
     添削内容等に質問がある場合は、その後も随時受け付けし指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
視聴覚障害者の心理・生理・病理 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3447 

SNMP3447 

SCMP3447 

SBMP3447 

SPMP3447 

SSMP3347 

２．授業担当教員 上田 征三 

４．授業形態 
講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「障害児教育論」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

視覚障害は「盲」と「弱視」に、聴覚障害は聴力の損失によって「軽度、中等度、高度、重度」に大別さ

れるが、その心理・病理・生理について理解する。視覚障害の発達に関しては、体格・平衡感覚・運動能力

の遅れや、知的・認知発達が困難になる反面、聴覚や触覚の能力が高くなること、言語発達の遅れについて

も理解する。聴覚障害は、特に言語能力が、聴力の程度、知能、聴覚活用の程度、失聴の時期、家庭環境や

早期療育によって大きく差が出てくることを学ぶ。また、関連分野として言語障害に関する心理・生理・病

理についても学ぶ。以上のことから、視覚障害・聴覚障害、そして、言語障害について学ぶことが、ひとの

言語獲得の過程を明らかにし、そのことが教育の原点に関わることを理解する。 

８．学習目標 

以下に関して理解を深め学習し、説明することができる。 

１．視覚障害の生理・病理・心理について 

２．聴覚障害の生理・病理・心理について 

３．視覚障害がある子どもの発達特性について 

４．聴覚障害がある子どもの発達特性について 

５．視覚障害及び聴覚障害がある子どもの適切な教育について 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容に沿った小テストを5回実施（到達度評価）。 

２．到達度に至るまで小テストを実施し、未達成者にはレポート（手書き）を課す。 

３．教科書、小テストや配付プリントが閉じられるようなノート兼用のバインダーを必ず準備。 

４．予習時、授業時、復習時でアンダーラインを引き書き込みをするペンの色を使い分ける事を勧める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

柳本雄次・河合康編『特別支援教育』（第 3版）福村出版、2019。 

【参考書】 

石部元雄・上田征三・高橋実・柳本雄次編著『よくわかる障害児教育』（第 3版）ミネルヴァ書房、2013。 

東京福祉大学編 『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．視聴覚障害者の病理･心理・発達特性について、基礎的知識を身に付けたか。 

２．視聴覚障害者の適切な教育について基礎的知識を身に付けたか。 

３．主体的な発言・取組をし、協調性を発揮して授業に参加できたか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業への積極的参加        総合点の５０％ 

２ レポート・期末試験        総合点の５０％ 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業中に携帯、私語、居眠り、飲食などをしないこと。  

２．教室を散らかしたり机を汚したりしないこと。 

３．マナーを守り、大学生としての学習体制を確立すること。 

13．オフィスアワー 授業以外の時間（予約をお願いすることもある） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

視覚障害と聴覚障害及び関連する障害について 

  視覚障害、聴覚障害及び言語障害等の分類と発

生状況 

事前学習 
既習の「よくわかる障害児教育」で該当箇所を確

認し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 
重要な専門用語などに関してノートにまとめ簡

単に説明ができるようにする。 

第２回 
視覚障害の生理・病理について（１） 

  目の構造と視覚障害の原因 

事前学習 
既習の「よくわかる障害児教育」で該当箇所を確

認し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 
重要な専門用語などに関してノートにまとめ簡

単に説明ができるようにする。 

第３回 
視覚障害の生理・病理について（２） 

  視覚障害の分類と発生状況 

事前学習 
教科書で該当箇所を確認し、その要約をノートに

まとめる。 

事後学習 
重要な専門用語などに関してノートにまとめ簡

単に説明ができるようにする。 

第４回 
視覚障害がある子どもの発達特性と心理について（１） 

運動、知的・認知、言語 

事前学習 
既習の「よくわかる障害児教育」で該当箇所を確

認し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 
重要な専門用語などに関してノートにまとめ簡

単に説明ができるようにする。 

第５回 
視覚障害がある子どもの発達特性と心理について（２） 

心理、社会的発達 

事前学習 
教科書で該当箇所を確認し、その要約をノートに

まとめる。 

事後学習 

重要な専門用語などに関してノートにまとめ簡

単に説明ができるようにする。小テスト①「視覚

障害」の準備をする。 



 

 

第６回 
聴覚障害の生理・病理について（１） 

耳の構造と聴覚障害の原因 

事前学習 
既習の「よくわかる障害児教育」で該当箇所を確

認し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 

小テスト①の復習をし、重要な専門用語などに関

してノートにまとめ簡単に説明ができるように

する。 

第７回 
聴覚障害の生理・病理について（２） 

聴覚障害の分類と発生状況 

事前学習 
教科書で該当箇所を確認し、その要約をノートに

まとめる。 

事後学習 
重要な専門用語などに関してノートにまとめ簡

単に説明ができるようにする。 

第８回 
聴覚障害がある子どもの発達特性と心理について（１） 

運動、知的・認知、言語 

事前学習 
既習の「よくわかる障害児教育」で該当箇所を確

認し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 
重要な専門用語などに関してノートにまとめ簡

単に説明ができるようにする。 

第９回 
聴覚障害がある子どもの発達特性と心理について（２） 

心理、社会的発達 

事前学習 
教科書で該当箇所を確認し、その要約をノートに

まとめる。 

事後学習 

重要な専門用語などに関してノートにまとめ簡

単に説明ができるようにする。小テスト②「聴覚

障害」の準備をする。 

第１０回 

言語障害等の生理・病理について 

発声発語器官の構造と言語障害の原因、分類 

と発生状況 

事前学習 

既習の「よくわかる障害児教育」及び、教科書で

該当箇所を確認し、その要約をノートにまとめ

る。 

事後学習 

小テスト②の復習をし、重要な専門用語などに関

してノートにまとめ簡単に説明ができるように

する。 

第１１回 

視覚障害と聴覚障害及び関連する障害がある子ども

の適切な療育について（１） 

  盲児、弱視児の指導と一般的配慮、事例 

事前学習 

既習の「よくわかる障害児教育」及び、教科書、

配付資料で該当箇所を確認し、その要約をノート

にまとめる。 

事後学習 

小テスト③の復習をし、重要な専門用語などに関

してノートにまとめ簡単に説明ができるように

する。 

第１２回 

視覚障害及び聴覚障害及び関連する障害がある子ど

もの適切な療育について（２） 

  ろう児、難聴児、言語障害児の指導と一般的配 

慮、事例 

事前学習 

既習の「よくわかる障害児教育」及び、教科書、

配付資料で該当箇所を確認し、その要約をノート

にまとめる。 

事後学習 

重要な専門用語などに関してノートにまとめ簡

単に説明ができるようにする。小テスト④「まと

め」の準備をする。 

第１３回 

視覚障害及び聴覚障害及び関連する障害がある子ど

もの「言語」について－コミュニケーション言語と

文字言語の獲得（１） 

「盲ろう」及び重度・重複障害について   

事前学習 

既習の「よくわかる障害児教育」及び、教科書、

配付資料で該当箇所を確認し、その要約をノート

にまとめる。 

事後学習 

小テスト④の復習をし、重要な専門用語などに関

してノートにまとめ簡単に説明ができるように

する。小テスト⑤「まとめ」の準備をする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 6回の講義内容を踏まえて、「視覚障害と聴覚障害の原因について」レポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度）。 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「視覚障害と聴覚障害の言語獲得に関する理解を深める」 

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

事前学習：各障害について p54～131を熟読し、基本的知識を身につけておく。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論 （2単位） 

３．科目番号 

SBMP2302 

SSMP2102 

SNMP2302 

SCMP2302 

PSMP2402 

２．授業担当教員 鈴木 雄司 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、演習、プレゼンテーション、 

学外調査 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
1年以上 

７．講義概要 

急速に進む少子高齢社会に対応した児童や家庭に対する支援と今後の児童・家庭福祉のあり方について、

子ども家庭福祉の原理、理念、権利保障、子ども家庭福祉にかかわる法制度、福祉・保健施策、子ども家庭

への援助活動など、基本的なことを体系的に学習する。特に、子ども家庭福祉にかかわる施策分野について

は、グループでの学習を重視する。また、学外での調査も取り入れ、学生が教室内だけの理解から、地域や

社会と関係した視点から問題が把握できるように援助する。併せて、社会福祉士国家試験に対応できる授業

内容とする。 

授業の進め方は、講義を基にグループでのディスカッション、演習等を多く取り入れたものにする。 

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性を理解する。 

・子ども家庭の福祉の原理・理念・権利保障について理解する。 

・児童福祉の歴史について理解を深める。 

・子ども家庭の福祉にかかわる法制度及び具体的施策について理解する。 

・子ども家庭への相談・援助活動、地域援助活動等について理解を深める。 

現在の日本における児童・家庭福祉の課題について理解を深めるとともに、社会に出た時に活用できる発

想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業の中で身につける。 
９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容ごとの感想・意見の提出、授業講義要約トレーニング 

２．グループでの討議・調査・発表 

３．レポートの課題は「少子高齢社会における子ども家庭福祉のあり方について」とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集 

『新・社会福祉士養成講座 15 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』第７版 中央法規出版。 

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．児童家庭福祉の全体像を、講義やグループ討議、レポート作成を通して理解し、説明ができるようにな

る。 

２．グループ活動を通じて、思考力を高め、問題発見・問題解決力などの能力を培う。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（デスカッション・発表）        総合点の３０％ 

２ 日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査）    総合点の３０％ 

３ 課題レポート                       総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

平成 12年に「児童虐待の防止等に関する法律」が制定されて以来、児童虐待への社会的関心が高まりまし

た。しかし、一方では、依然として親からの虐待によって子どもの命が失われる事態が続いています。子ど

もの幸せを実現する児童・家庭福祉とはいかにあるべきか、学生の皆さんの歩んできた人生も踏まえて、一

緒に考えていきたいと思います。 

この科目は、保育士の資格を修得する上で必修ですが、社会福祉士国家試験専門科目としても重要です。

授業の中で、しっかり学んでいきましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
◎オリエンテーション、授業の進め方についての説明、

グループ分け 

事前学習 

児童・家庭福祉論講義用のノートと資料を綴

じるファイル、シラバスを持参する。事前に

講義概要、シラバスについて目を通してお

く。 

事後学習 

児童・家庭福祉論の授業についてオリエンテ

ーションの内容をノートにまとめ、配布され

た資料をファイルに綴じる。 

第２回 第１章 現代社会と子ども家庭 

事前学習 
教科書の第 1章「現代社会と子ども家庭」を

事前に読んで理解をしておくこと。 

事後学習 
講義の要旨をレジュメに沿ってノートにま

とめる。身近に生活する子どもを観察する。 

第３回 第２章 子ども家庭福祉とは何か 事前学習 

第 2章の「子ども家庭福祉とは何か」子ども

のための福祉の原理、理念、権利保障、歴史

について教科書を読み理解を深めておくこ

と。 



 

 

事後学習 

講義の要旨をレジュメに沿ってノートにま

とめる。子どもの権利について自分の生活に

当てはめて考えてみる。 

第４回 

第３章 子ども家庭福祉にかかわる法制度 ①子ども

家庭福祉の計画的進展と子ども・子育て支援制度の創

設 

事前学習 

第 3章の「子ども家庭福祉にかかわる法制度」

について教科書及びレジュメを事前に読ん

でおくこと。グループで事前に児童福祉関連

の法律を調べておく。 

事後学習 
講義内容、配布した資料をノートにまとめ

る。実際に児童福祉法を手に取ってみる。 

第５回 

第３章 子ども家庭福祉にかかわる法制度 ②子ども

家庭福祉の法体系・実施体制・財政、グループでの交

流及び討議 

事前学習 

子ども家庭福祉にかかわる法制度について、

身近にある例を調べておくこと。グループで

事前に国・県・市町村の役割について調べて

おく。 

事後学習 

講義内容、グループで討議した内容をノート

にまとめる。児童福祉に関する行政機関を調

べてみる。 

第６回 

第４章 子ども家庭にかかわる福祉・保健 

 ①母子保健 

グループによる学習・調査・発表 

事前学習 

グループごとに担当の章を学習、調査し、発

表の準備を進める。他の学生は事前に教科書

第 4章の「母子保健」を読み理解しておくこ

と。プレゼンテーションについては、わかり

やすさ、丁寧、問題提起を含んだ観点から行

う。 

事後学習 

グループの発表について自分の見解を添え

てまとめておく。保健所・保健センターを訪

ねてみる。 

第７回 

②障害・難病のある子どもと家庭への支援 

 ③児童健全育成  

グループによる学習・調査・発表 

事前学習 

グループごとに担当の章を学習、調査し、発

表の準備を進める。他の学生は事前に教科書

第 4章の 2節、3節を読み理解しておくこと。

プレゼンテーションについては、わかりやす

さ、丁寧、問題提起を含んだ観点から行う。 

事後学習 
グループの発表について自分の見解を添え

てまとめておく。児童館を訪ねてみる。 

第８回 

④保育  

⑤子育て支援 

グループによる学習・調査・発表 

事前学習 

グループごとに担当の章を学習、調査し、発

表の準備を進める。他の学生は事前に教科書

第 4章の 4節、5節を読み理解しておくこと。

プレゼンテーションについては、わかりやす

さ、丁寧、問題提起を含んだ観点から行う。 

事後学習 

グループの発表について自分の見解を添え

てまとめておく。伊勢崎市の保育所を調べて

みる。 

第９回 

⑥ひとり親家庭の福祉  

⑦児童の社会的養護サービス 

グループによる学習・調査・発表 

事前学習 

グループごとに担当の章を学習、調査し、発

表の準備を進める。他の学生は事前に教科書

第 4章の 6節、7節を読み理解しておくこと。

プレゼンテーションについては、わかりやす

さ、丁寧、問題提起を含んだ観点から行う。 

事後学習 

グループの発表について自分の見解を添え

てまとめておく。ひとり親家庭等について学

友と話し合ってみる。 

第１０回 

⑧非行・情緒障害児への支援   

⑨児童虐待対策  

グループによる学習・調査・発表 

事前学習 

グループごとに担当の章を学習、調査し、発

表の準備を進める。他の学生は事前に教科書

第 4章の 8節、9節を読み理解しておくこと。

プレゼンテーションについては、わかりやす

さ、丁寧、問題提起を含んだ観点から行う。 

事後学習 

グループの発表について自分の見解を添え

てまとめておく。伊勢崎市の児童虐待につい

て調べてみる。 

第１１回 
⑩子どもと家庭にかかわる女性福祉 

グループによる学習・調査・発表 

事前学習 

グループごとに担当の章を学習、調査し、発

表の準備を進める。他の学生は事前に教科書

第 4 章の 10 節を読み理解しておくこと。プ

レゼンテーションについては、わかりやす

さ、丁寧、問題提起を含んだ観点から行う。 

事後学習 

グループの発表について自分の見解を添え

てまとめておく。戦後の女性福祉の歴史を振

り返る。 

第１２回 第５章 子どもと家庭への援助活動、現場等からの報 事前学習 教科書第 5章の「子ども家庭への援助活動」



 

 

告（予定） につて事前に読んでおくこと。 

事後学習 

講義の要旨をレジュメに沿ってノートにま

とめる。ソーシャルワーク理論から相談援助

活動を考えてみる。 

第１３回 まとめ 

事前学習 
これまで学習してきたことを振り返り、最後

のまとめの討議に備える。 

事後学習 

講義内容、発表内容を整理して、ノートにま

とめ、資料はファイリングしておく。今後、

社会福祉士国家試験に向けた学習資料とし

て活用する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「児童家庭福祉の法的制度について」レポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度）  

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回～第 13回の講義内容を踏まえて、「児童家庭福祉の施策について」レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度）  

実施時期：第 14 回の授業後に実施する。 提出期限：第 15 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
児童環境保健論 （2単位） 

３．科目番号 EDHE3307 

２．授業担当教員 鈴木 路子 

４．授業形態 講義と演習を併用した双方向型学習形態 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

小児保健・学校保健・保健科教育法・環境教育・幼稚園保育内容「環境」「健康」等と連携。 

履修条件：生理学・解剖学・薬理学・免疫学等 

７．講義概要 

少子高齢社会のなかで、児童を取り巻く自然環境、社会文化的環境を改めて見つめ、人類の生活生存を生

態系としてとらえることは重要な教育的意義を有する。成長期にある児童が、それぞれの発達段階を健康に

生きていくためには、自然環境からの刺激が必要である。人類の進化の過程で獲得された環境適応能力は、

個体発生を繰り返していることを認識することから出発する。人が健康生活を営む能力は、児童の成長を軸

とした各種環境要因との相互作用を理解することが重要である。日光、空気、気象、日内リズム、食品など、

各種環境要因を自然科学的、人間生物学的に理解するとともに、人間社会の歴史的・文化的適応能力の発達

について考える。この過程を通して、参加学生それぞれの専攻、学部、学科を基盤にして、ある生活環境下

での児童の生命の営みについて課題を見つけ、研究を深め、意見交換を行い、他分野理解を深めたい。 

８．学習目標 

人間は自然の一部であることを生態学的に捉えると共に、子育ての社会化（社会的養護含）の視点を導入

し、少子高齢化社会のなかでの児童の生活生存権を護るための教師力（養護力）を理論と実践両側面から修

得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ 児童の発育発達の法則性について、生きる力の育成の視点から論述せよ。 

２ 都市化・人工化が、児童の心身発達及び人格形成に及ぼす影響について論述せよ。 

３ 児童の人権と子育ての社会化を児童福祉の視点で考察し、行政施策について、論述せよ。 

４ 児童期の理解は、生涯保健の立場から、考えることの意義について論ぜよ。 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】鈴木路子編著「人間環境教育学」光生館、2007 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

人間は自然の一部であることを生態学的に捉えると共に、子育ての社会化（社会的養護含）の視点を導入し、

少子高齢化社会のなかでの児童の生活生存権を護るための教師力（養護力）を理論と実践両側面から修得す

ることができたか。 

○評定の方法 

授業時間中のディスカッション 30％ 期末試験 30％ レポート 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

これからの人類の生活生存にとって、最も重要な課題は何であろう。人間・環境・社会を包括した「児童

環境保健論」を学生の皆様と 3 名の教員が相互に学びあい、討論する過程を通して、少子高齢化社会におけ

る人間の命の尊厳に焦点を当てた学びを警鐘してゆきたい。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
自然の一部としての人間 その成長過程を探る 

－自然環境と人の適応－ 

事前学習 

適応とは？各自今まで学んできた適応及び

適応応力の発達について調べ、適応の概念形

成する 

事後学習 
各自の生育環境と疾病り患傾向の自分史を

記述する 

第２回 
乳幼児期（学齢期・思春期・壮老年期を見通して）の発

達と環境－五感の発達と環境刺激－ 

事前学習 
皮膚粘膜・視覚・聴覚・平衡感覚・臭覚の発

達過程を生理学的に調べる 

事後学習 

皮膚粘膜から開始される人間の五感の発達

を基盤にした臨床保育の実践事例を連動さ

せる 

第３回 
乳幼児の発達と環境刺激 

－皮膚粘膜による生体防御機能の発達－ 

事前学習 
疾病予防のための免疫（生体防御機能）概要

を予習しておく 

事後学習 

環境微生物との触れ合いが少なくなった現

代にあって、増加していく疾病り患傾向を理

解する 

第４回 
乳幼児、思春期の成長過程と環境刺激 

－自律神経系の発達と生体リズム－ 

事前学習 自律神経について調べる 

事後学習 
一日の生活リズムの確立と自律神経系の発

達が連動していることを改めて認識する 

第５回 

乳幼児・思春期及び老年期と環境刺激 

－中枢神経系・内分泌系・免疫系の発達と疾病り患傾向

－ 

事前学習 脳・内分泌・免疫の相互関連性を調べる 

事後学習 

生涯保健・生涯発達の立場を理解し、生活環

境との関わりから、疾病や障害を位置づけ、

対策を考える 

第６回 
乳幼児・思春期及び老年期と環境刺激 

－内分泌系・免疫系の発達と疾病り患傾向 

事前学習 
脳・内分泌・免疫の相互関連性を各種文献か

ら、再評価する 

事後学習 

引き続き、生涯保健・生涯発達の立場を理解

し、生活環境との関わりから、疾病や障害を

位置づけ、対策を考える 



 

 

第７回 環境と乳幼児の疾病－感染症とアレルギー 

事前学習 
感染とアレルギーの起こり方の基本を復習

する 

事後学習 
乳幼児期の疾病を、学齢期、思春期以降へつ

ないで学ぶ。生涯保健の意義を考える 

第８回 
環境と乳幼児、学齢期、思春期、青壮年・老年期の疾病 

－生体リズムの脱同調と生活習慣病－ 

事前学習 生体リズムの同調・脱同調について復習する 

事後学習 

生活習慣病について、その連続性について、

充分理解し、保健指導案を作成し、実践して

みる 

第９回 大気汚染と児童の健康被害―特に呼吸器系疾患 
事前学習 

各自空気を介しての感染症を調べ学習して

おく 

事後学習 Pm2.5等、浮遊粒子状物質の影響 

第１０回 
水質汚染と児童の健康被害（胎内環境・催奇形因子）―

有機水銀による先天性水俣病の事例からー 

事前学習 社会科教科書・学習指導要領を調べておく 

事後学習 
なぜ次世代に影響を及ぼすかについて理解

し、環境行政施策に必要性を認識する 

第１１回 
都市化・人工化による児童の健康―自律神経系・免疫系

への影響 

事前学習 
自然環境因子の欠如が、成長過程の児童の健

康影響を整理する 

事後学習 疫学調査の結果を併せて考える 

第１２回 
中国の大気汚染と環境教育：過去・現在・未来 

―北京・瀋陽等の児童の健康状態に注目してー 

事前学習 
留学生の出身地中国他の大気汚染の現状を

把握 

事後学習 留学生大学院修士学位論文から、考える 

第１３回 
日本の大気汚染・水質汚濁と児童の健康影響 

―時代変遷から考えるー 

事前学習 過去の事例を収集する 

事後学習 
現在に至ったその経過をまとめ、海外協力体

制を 

課題研究

１ 

研究課題：モンゴルほか、アジアの環境問題と児童の健康を考えるー気象条件による黄砂、浮遊粒子状物質等、観測デ

ータを入手して、考察を加え、レポートにまとめる 

ﾚﾎﾟｰﾄ形式：A4用紙 2～3枚（データ・図表を含める） 

実施時期：第 9回目の授業後に行う 

発表は、第 12回授業中に行う 

事後学習：レポート作成と質疑応答・意見交換をとうして学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

研究課題：児童環境保健論とは、どのような内容をどのような目的のために学ぶのか？について、各自レポートにまと

める 

ﾚﾎﾟｰﾄ形式：A4一枚」（1000字程度） 

実施時期：第 11回目の授業後に行う 

発表は、11回目の授業時に行う 

事後学習：レポート作成・発表・対話を介して、学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童生徒指導論（進路指導を含む）（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2448 

SNMP2448 

SCMP2448 

SBMP2448 

EDTS2106 

EDTS2306 

２．授業担当教員 金子 康一 

４．授業形態 講義、グループワーク、事例研究、演習 ５．開講学期 春期 修正版 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目の目的は、学校における生徒指導の意義・理論及び方法を理解した上で、他の教職員や関係機関と連

携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付けることである。また、

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法を理解した上で、児童生徒の社会的・職業的自立に向けて必要な

基盤となる資質・能力を育むために必要な知識・技能や素養を身に付けることである。 

 さらに、個別の課題を抱える児童生徒に対する指導のあり方について、事例をとおして理解を深め、現場

で役立つ理論的・実践的なセンスや能力を養うことを目指す。 

８．学習目標 

本科目の目的を達成するために、以下の到達目標を設定する。 

1. ガイダンスの機能の充実による生徒指導の意義・役割について理解する。 

2. 生徒指導（教育相談を含む）の進め方や生徒指導の方法を理解する。 

3. 進路指導の意義・方法及びキャリア教育のねらい・進め方について理解する。 

4. 生徒指導に基づく学級（ホームルーム）経営の方法及び配慮事項等について理解する。 

5. 事例研究を通じて、生徒指導上の諸問題への対応策・改善策について学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・期末テスト 

 生徒指導上の今日的重要課題である「いじめ、不登校、校内暴力等の指導、及び教育相談、進路指導、学

級経営」の中から１～２項目を選び、実態や課題に対する対応策について、①取得希望の免許状や②自分

の体験や教育観を踏まえてあなたの考えを述べなさい。 

○期末テストは、知識・理解問題と論述設題のレポート問題で実施する。書式等は授業中に通知する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書、2011年。 

【参考書】 

高橋哲夫著『生徒指導の研究 第四版』 教育出版、 

「生徒指導提要」の現在を確認する・理解する 学事出版 

文部科学省『小学校及び中学校 学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社 

文部科学省『小学校及び中学校 学習指導要領解説 特別活動編』東洋館出版社、 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.生徒指導及び進路指導・キャリア教育の意義や原理を理解しているか。（知識・理解） 

2. 生徒指導及び進路指導・キャリア教育に関する今日的課題に関心をもち、自ら進んで課題解決に向けて取

り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

3. 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の指導の進め方に関する理論を理解した上で、個別の事例に対する

指導のあり方について具体的な提案をすることができたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

1. 積極的態度（発言、討議、取り組み等） 総合点の３０％ 

2. レポート等（小課題、試験を含む）   総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 児童生徒に対する生徒指導（進路指導を含む）の理論と方法を具体的に学ぶ科目である。本科目を学ぶに

当たっては、今日の教育問題に注目し、常に授業には課題意識をもって臨み、緊張感と集中力のある態度で

積極的に取り組むことを求める。 

 また、科目の性格を的確に認識し、遅刻、無断欠席、私語、携帯電話の授業中の使用は厳に慎み、レポー

トの提出期限や学生としてのマナーを遵守すること。 

 生徒指導の実際を行うには、指導する側のバランスのとれた厳正かつ公正な姿勢と児童生徒に対する鋭い

観察力・理解力とが必要とされるが、根底には教育的な愛情が不可欠であることを忘れてはならない。 

13．オフィスアワー 無し 

 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス  

生徒指導の意義と原理 

・生徒指導の意義と課題 

・生徒指導と発達観や指導観他 

事前学習 
シラバス及び教科書 pp.1~20を通読し、生徒

指導の意義等の概要をつかみ講義に臨む。 

事後学習 
講義内容を基に、生徒指導の意義と課題や生

徒指導の重要性についてまとめること。 

第２回 

教育課程と生徒指導 

・教科における生徒指導 

・教科外における生徒指導 

事前学習 教科書 pp.23~39を通読してくること。 

事後学習 
生徒指導が全教科等を通して実施されるこ

とをまとめ、自己課題を明確にすること。 



 

 

第３回 

児童生徒の心理と児童生徒理解 

・児童生徒理解の基本 

・児童生徒の心理と発達 

事前学習 教科書 pp.40~74を通読してくること。 

事後学習 
生徒指導は、児童生徒の心理と発達を理解し

て実施することの重要性をまとめること。 

第４回 

学校における生徒指導体制 

・生徒指導体制の基本的な考え方 

・生徒指導の組織―その役割と機能 

事前学習 教科書 pp.75~91を通読してくること。 

事後学習 
全校指導体制の確立の重要性についてまと

め、自己課題を明確にすること。 

第５回 

教育相談① 

・教育相談の意義 

・教育相談の進め方 

事前学習 教科書 pp.92~126を通読してくること。 

事後学習 
学校における教育相談の重要性についてま

とめ、自己課題を明確にすること。 

第６回 

教育相談② 

・教育相談の技法と実際～DVD視聴とグループワーク 

・教育相談を進める上での配慮事項 

事前学習 
教育相談の進め方について pp.98~117を通読

してくること。 

事後学習 
学級担任が行う教育相談の技法と実際にお

ける自己課題を明確にすること。 

第７回 

生徒指導の進め方 

・生徒指導における教職員の役割 

・校内規律や安全に係わる問題 

事前学習 教科書 pp.127~151を通読してくること。 

事後学習 

生徒指導における教職員の役割や安全教育

等についてまとめ、自己課題を明確にするこ

と。 

第８回 

個別の課題を抱える生徒への指導① 

・問題行動の早期発見と効果的な指導 

・発達に関する課題と対応 

・喫煙、飲酒、薬物乱用、少年非行 

事前学習 教科書 pp.152~168を通読してくること。 

事後学習 
問題行動の早期発見と効果的な指導につい

てまとめ、自己課題を明確にすること。 

第９回 

個別の課題を抱える生徒への指導② 

・いじめ、～DVD視聴とグループワーク 

・暴力行為、インターネット、携帯電話 

事前学習 教科書 pp.169~177を通読してくること。 

事後学習 
いじめや携帯電話等にかかわる適切な対応

をまとめ、自己課題を明確にすること。 

第１０回 

個別の課題を抱える生徒への指導③ 

・性に関する問題、命の教育、児童虐待、 

・家出、不登校、中途退学 

事前学習 教科書 pp.178~191を通読してくること。 

事後学習 
性に関する課題や家出、不登校等に関する対

応をまとめ、自己課題を明確にすること。 

第１１回 

生徒指導に関する法制度等 

・校則、懲戒と体罰、出席停止 

・非行少年の処遇 

事前学習 教科書 pp.192～207を通読すること。 

事後学習 
生徒指導に関する法制度についてまとめ、自

己課題を明確にすること。 

第１２回 

進路指導・キャリア教育の理論と方法① 

・進路指導の意義と性格 

・進路指導の実態と課題、展望 

事前学習 
自らの進路指導の成果と課題を整理するこ

と。 

事後学習 
進路指導の意義、指導の実態や課題等をまと

め、自己課題を明確にすること。 

第１３回 

進路指導・キャリア教育の理論と方法② 

・キャリア教育の背景・必要性 

・キャリア教育の基礎的な考え方 

事前学習 
進路指導とキャリア教育の違いを考察する

こと。 

事後学習 
キャリア教育の概要をまとめ、自己課題を明

確にすること。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：様々な生徒指導上の取り組みを、教育課程における各教科等で、予防策や事後指導にどう取り組むか

具体的に論述する。＜生徒指導提要：第２章＞ 

・後日専用のレポート用紙を配布する。（1500字程度） 

・実施時期：第３回の授業後に実施 

・提出期限：第５回の授業時に提出 

・事後指導：第７回の授業時に添削レポートを返却し、解説及び質疑応答を実施 

・事後指導：添削指導、質疑応答、意見交換等を通して学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：学級担任・ホームルーム担任の指導について、生徒指導の基盤としての学級経営や学級経営と生徒指

導の進め方についてレポートにまとめる。＜生徒指導提要：第６章 第４節＞ 

・後日専用のレポート用紙を配布する。（1500字程度） 

・実施時期：第８回の授業後に実施 

・提出期限：第 10回の授業時に提出 

・事後指導：第 12回の授業時に添削レポートを返却し、解説及び質疑応答を実施 

・事後指導：添削指導、質疑応答、意見交換等を通して学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
司法・犯罪心理学／犯罪心理学 （2単位） 

３．科目番号 PSMP3332 

２．授業担当教員 高木 俊彦 

４．授業形態 
講義、集団討議、グループ研究・同結果のプレゼンテーション、学

生との応答。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

心理学の立場に依拠しつつ、犯罪や非行の原因を生物学的要因、パーソナリティ要因、社会的要因などか

ら探る。生物学的要因として主にロンブローゾの学説やホルモン・神経伝達物質、条件付けとの関連等につ

いて理解し、パーソナリティ要因としては行為障害や人格（パーソナリティ）障害、セルフコントロールと

の関連等について理解する。社会的要因としてはアノミー論や分化的接触理論、社会的絆理論、ラベリング

理論、競争の激化に伴う格差社会の進展やマスコミ報道が及ぼす影響等について考察する。また、具体的犯

罪内容については、暴力犯罪、性犯罪、ＤＶ・ストーキング・虐待、窃盗・強盗・放火などの類型に分けて理

解する。さらに、犯罪捜査や防犯、犯罪者や非行少年の矯正・保護といった処遇システムについても、心理

学のみならず、社会学、司法、精神医学などの立場からの理解を深めながら、犯罪心理学という学問あるい

は心理職がどのような役割を果たせるのか、その可能性について考察する。 

８．学習目標 

１ 犯罪や非行の原因を生物学的要因、パーソナリティ要因、社会的要因などから説明することができるよ
うになる。 

２ 犯罪の動機・原因を犯罪の類型と関連させながら理解し、説明することができるようになる。 
３ 特に、最近の無差別殺人事件や通り魔殺人事件、あるいはストーカー殺人事件に象徴される現代型犯罪

の原因・背景について、受講生自らの事例研究・発表を通し、犯罪心理学の観点から理解し、説明する

ことができるようになる。 
４ 犯罪・非行にかかる刑事司法機関、処遇機関の役割・機能について理解し､説明することができるように

なる。 

５ 犯罪の未然防止や犯罪者の更生・社会復帰の可能性について理解し、説明することができるようになる。 
６ 犯罪に関係する諸科学、諸理論について理解し、説明することができるようになる。 

７ 犯罪や非行に関係する職場に就職するための専門的知識を身に付けることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各自又はグループごとに犯罪事例のレポートを作成し、授業中に発表する。 

グループ研究と演習（ケーススタディ等）を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

 越智啓太著『犯罪心理学』サイエンス社。講師作成の資料。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 常に新聞・テレビ・ネット・雑誌などマスメデイアに関心を寄せ、社会事象である非行や犯罪問題につ

いて、その心理学的背景を考える習慣を身に付けるなど、積極的態度で受講されたい。 

２ 授業に集中すること。私語、携帯・スマホの ON、ゲーム、飲食、中抜け、居眠りなど授業の支障となる

行為をするものは受講を遠慮願いたい。 

13．オフィスアワー 初回の授業開始時（初回授業）に担当教員からお知らせする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション－犯罪とは何か、犯罪と刑罰の歴

史、凶悪犯罪は増えているか 

事前学習 
各受講生 1例ずつ最近印象に残った犯罪につ

いて調べる。 

事後学習 
個人又はグループで発表する犯罪事例につ

いて調査・研究・取りまとめの計画を立てる。 

第２回 
人はなぜ犯罪者になるのか 

－犯罪の生物学的原因論 

事前学習 
テキスト第 1章（pp.1～22）を精読して講義

に臨む。 

事後学習 
犯罪の生物学的原因論について、学んだこと

を学習ノートにまとめる。 

第３回 
人はなぜ犯罪者になるのか 

－犯罪の心理学的原因論 

事前学習 
テキスト第 2章（pp.23～44）を精読して講義

に臨む。 

事後学習 
犯罪の心理学的原因論について、学んだこと

を学習ノートにまとめる。 

第４回 
人はなぜ犯罪者になるのか 

－犯罪の社会学的原因論 

事前学習 
テキスト第 3章（pp.45～62）を精読して講義

に臨む。 

事後学習 
犯罪の社会学的原因論について、学んだこと

を学習ノートにまとめる。 



 

 

第５回 犯罪の種類と犯罪の心理（1）暴力犯罪 

事前学習 
テキスト第 4章（pp.63～84）を精読して講義

に臨む。 

事後学習 
暴力犯罪について、学んだことを学習ノート

にまとめる。 

第６回 犯罪の種類と犯罪の心理（2）性犯罪、ネット犯罪 

事前学習 
テキスト第 5章（pp.85～102）を精読して講

義に臨む。 

事後学習 
性犯罪、ネット犯罪について、学んだことを

学習ノートにまとめる。 

第７回 犯罪の種類と犯罪の心理（3）DV、ストーキング、虐待 

事前学習 
テキスト第 6章（pp.103～126）を精読して講

義に臨む。 

事後学習 
DV、ストーキング、虐待について、学んだこ

とを学習ノートにまとめる。 

第８回 犯罪の種類と犯罪の心理（4）窃盗、強盗、放火 

事前学習 
テキスト第 7章（pp.127～148）を精読して講

義に臨む。 

事後学習 
窃盗、強盗、放火について、学んだことを学

習ノートにまとめる。 

第９回 

事例研究 

（個人又はグループによる発表、グループディスカッシ

ョン、講師によるコメント等） 

事前学習 

事例発表を担当する個人又はグループはそ

の発表準備。その他のメンバーは発表事例に

関係する情報の収集。 

事後学習 

事例発表の内容とその後の教員のコメント・

講義等から学んだものを、学習ノートにまと

める。 

第１０回 

事例研究 

（個人又はグループによる発表、グループディスカッシ

ョン、講師によるコメント等） 

事前学習 

事例発表を担当する個人又はグループはそ

の発表準備。その他のメンバーは発表事例に

関係する情報の収集。 

事後学習 

事例発表の内容とその後の教員のコメント・

講義等から学んだものを、学習ノートにまと

める。 

第１１回 

事例研究 

（個人又はグループによる発表、グループデ 

ィスカッション、講師によるコメント等） 

事前学習 

事例発表を担当する個人又はグループはそ

の発表準備。その他のメンバーは発表事例に

関係する情報の収集。 

事後学習 

事例発表の内容とその後の教員のコメント・

講義等から学んだものを、学習ノートにまと

める。 

第１２回 犯罪捜査 

事前学習 
テキスト第 8章（pp.149～170）を精読して講

義に臨む。 

事後学習 
犯罪捜査について、学んだことを学習ノート

にまとめる。 

第１３回 犯罪者の処遇・社会復帰（矯正・保護） 

事前学習 
テキスト第 10章（pp.193～214）を精読して

講義に臨む。 

事後学習 
犯罪者の処遇・社会復帰（矯正・保護）につ

いて、学んだことを学習ノートにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ: 自分自身、あるいは身近で体験した「DV、ストーキング、いじめ・虐待の体験」を、プライバシー保

護の観点に留意しつつレポートにまとめなさい。 

レポートの様式:A4用紙 1枚(1,440字程度) 

実施時期:第 6回の授業後に実施する。 

提出期限:第 7回の授業開始時にレポートのコピーを２部作成し、うち１部を提出する。 

     提出後、各自手元に残ったレポートコピーを参照しながら、授業に参加する。 

事後学習:レポート作成とそれに基づく授業の内容、意見交換の内容等をノートにまとめる。      

課題研究

２ 

課題研究テーマ:「自身が暮らす地域社会で行われている防犯活動を、関係機関等を通して調査し、その結果をレポート

にまとめなさい。 

レポートの様式:A4用紙 1枚(1,440字程度) 

実施時期:第 11回の授業後に実施する。 

提出期限:第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削し第 13回授業時に返還、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

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

期末試験（受講生の人数が多数の場合は期末試験を実施） 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会 （2単位） 

３．科目番号 
EDEL3306 

EDEL2306 
２．授業担当教員 福島 裕 

４．授業形態 講義、演習、実習等を織り交ぜる。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校社会科の教科の目標は、「社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を

通して、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民と
しての資質・能力の基礎を養う」という柱書部分と、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学び
に向かう力、人間性等」の三つの柱に沿った資質・能力に関わる具体的な目標で構成されている。本講義で

は、今回の改訂のねらいと目標、小学校社会科の目標と内容等について学修する。特に、各学年の目標と指
導内容の特色等について具体的に検討する中で、習得型の知識と探究による知識活用について学び、社会科
と各教科等との関連についても理解を深める。さらに、社会科学習に必要な学び方や調べ方を身に付ける学

習や体験的な学習、問題解決的な学習を一層重視する社会科学習の在り方についても検討していく。 

８．学習目標 

「社会」の学習が終了した時点で、学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．小学校社会科の意義、目標、及び各学年の目標・内容を理解し、説明できるようになる。 

2．社会生活の内容について、地理（自然・国土・産業）、歴史、公民の各分野の特徴を述べることが出来る。 

3．小学校社会科の指導計画作成・学習方法や小学校社会科の評価規準について理解し、説明できる。 

4 授業においては、班活動の重要性を理解し、役割を分担し協力態勢のもとで、調査・体験・作業的な学習 

や話し合い・ 発表学習ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○全員が小学校学習指導要領社会及び教科書の該当箇所（事前に計画表を配布）をよく読んでおくこと。 

○担当班は、事前にグループ提案用紙に担当内容についての要点や重要箇所、疑問点を話し合いまとめ、教

員へ提出する。 

○各班は、調査・体験や作業的な活動に取り組む際には、役割分担や協力的な活動についての事前の話し合

いを行い、教材の作成・まとめ・発表等を実施できるようにすること。 

○レポート課題：テーマについては後日指定する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

○文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 社会編』日本文教出版 

○帝国書院編集部 『楽しく学ぶ小学生の地図帳 最新版』帝国書院 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ４０％ 

レポート課題      ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

○社会科は、戦後の日本において民主的で平和な国づくりを目指す中核として設けられた教科です。学習指

導要領改訂の歴史を振り返りながら、新学習指導要領が目指す社会科学習の在り方、社会科学習の今日的

な課題について考えます。さらに指導計画、授業実践、評価等の基本的な理解を深め、学び方や調べ方を

身につける学習、体験的な学習、問題解決的学習を一層充実させるための社会科学習について、児童の視

点を重視しながら学びます。受講生はグループによる共同的な学習を行うので、計画・分担・発表・評価

について協力して取り組めるよう努めてください。また、以下の点にも留意されたい。 

  ア 事前・事後の学習は必ず行い、課題を明確にして授業に臨む。 

 イ それぞれの教材が、児童にとってどのような意味を持っているのか、常に考える習慣を身につける。 

  ウ 社会的事象への関心を高め、社会人として必要な知識や教養を身につける。 

    例 日本や世界の現状を理解し、豊かな知識と深い考え方ができるようにするとともに、教材を多面 

      的にとらえ、児童の発達段階に即した教材づくりができるようにする。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、社会科教育の目標を理解し、学習

カードをもとに今後の学習の進め方を把握する。 

事前学習 
これまでに社会科の学習で学んだことを想

起しておく。 

事後学習 
社会科学習の目標について整理し、理解す

る。 

第２回 

社会科教育の意義・特質 

社会の考え方を知り、どのような指導が望ましいのかを

考える。 

事前学習 教科書「社会科編」を読んでおく。 

事後学習 社会科教育の意義・特質を整理する。 

第３回 

社会科の目標の構造 

社会科の目標を調べ、自分にわかりやすい目標の構造を

作る。 

事前学習 社会科の目標を読んでおく。 

事後学習 
社会科の目標から社会科教育の考え方をま

とめる。 

第４回 
社会科学習指導要領の目標の特徴 

社会科学習の目標の特徴について話し合う。 

事前学習 社会科の各学年の目標を調べてくる。 

事後学習 目標の構造を整理する。 

第５回 

公民的資質の形成と社会科教育の方法 

社会科教育の歴史と教育の内容の系統について調べ、公

民的資質の基礎作りについて理解を深める。 

事前学習 
配布資料「社会科の試案」を読み、理念を調

べておく。 

事後学習 学習指導要領の変遷を比較してまとめる。 

第６回 
地理的分野の目標と内容 

学習指導要領から、地理的分野の学習を取り出すことが

事前学習 内容を系統的に整理し学年ごとにわける。 

事後学習 小学校における地理的な学習についてまと



 

 

できる。 める。 

第７回 

地図の読み方 

地図の学習の基礎基本を知り、活用できるようにする。 

 

事前学習 
２万５千分の１の地図の読み方を確認して

おく。 

事後学習 
小学校における地図の読み方の要点をまと

める。 

第８回 

人物中心の歴史学習を進めるためにⅠ(人物の資料収

集) 

学習指導要領に示された人物について業績を調べ、時代

の特徴を知る。 

事前学習 
教材として扱う一般的な日本史年表を作成

する。 

事後学習 人物と歴史的な事柄との関連をまとめる。 

第９回 

人物中心の歴史学習を進めるためにⅡ(人物の業績調

査) 

自分で選択した人物を中心に、業績を発表しあい、深く

業績を理解する。 

事前学習 自分の選んだ人物を詳しく調べる。 

事後学習 
人物と歴史事象との関連から、学びの中心概

念を整理する。 

第１０回 

公民的分野の目標と内容 

学習指導要領から、公民的分野の学習を取り出すことが

できる。 

 

事前学習 日本国憲法の前文を読んでおく。 

事後学習 
小学校で取り扱う公民的分野の内容と配慮

事項をまとめる。 

第１１回 

資料活用の在り方 

教科書に示されている代表的な資料の分析と活用の仕

方を学ぶ。 

事前学習 
教科書で扱う資料で印象的なものを抽出し

てくる。 

事後学習 
資料をもとに思考を深める指導のあり方を

整理する。 

第１２回 
社会科の評価 

評価規準や評価方法を学ぶ。 

事前学習 評価の在り方についての答申を読んでくる。 

事後学習 
社会科の評価について、その現状と課題をま

とめる。 

第１３回 

社会科教育の構造をまとめる 

義務教育における社会科教育の構造を学び、小学校社会

科の特徴をまとめる。 

事前学習 社会科学習の構造を考える。 

事後学習 小学校社会科の特徴を整理してまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「行政区域（市や町または都道府県）を選び、地形や施設、人々の暮らし等の観察を行い、楽しくわか

りやすいリーフレットに表現しよう。」 

形式：A３用紙１枚（三つ折り）用紙は授業時に配布し、形式は例示する 

実施時期：第５回の授業後に課題を提示する 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業の授業中や授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について質問がある場合は、その後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：リーフレット作成時に気づいたこと・添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「学習指導要領を熟読し、地域学習における指導上の留意点を整理し、教育実践に生かす視点でレポー

トにまとめなさい。」 

レポート形式：A４用紙１枚（３５文字４０行程度） 

実施時期：第９回の授業後に実施する 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出する 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について質問がある場合は、その後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会 （2単位） 

３．科目番号 
SJEL3421 

EDEL3306 
２．授業担当教員 荻原 邦昭 

４．授業形態 講義、演習、実習等を織り交ぜる。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校社会科の教科の目標は、「社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を

通して、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民と
しての資質・能力の基礎を養う」という柱書部分と、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学び
に向かう力、人間性等」の三つの柱に沿った資質・能力に関わる具体的な目標で構成されている。本講義で

は、今回の改訂のねらいと目標、小学校社会科の目標と内容等について学修する。特に、各学年の目標と指
導内容の特色等について具体的に検討する中で、習得型の知識と探究による知識活用について学び、社会科
と各教科等との関連についても理解を深める。さらに、社会科学習に必要な学び方や調べ方を身に付ける学

習や体験的な学習、問題解決的な学習を一層重視する社会科学習の在り方についても検討していく。 

８．学習目標 

「社会」の学習が終了した時点で、学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．小学校社会科の意義、目標、及び各学年の目標・内容を理解し、説明できるようになる。 

2．社会生活の内容について、地理（自然・国土・産業）、歴史、公民の各分野の特徴を述べることが出来る。 

3．小学校社会科の指導計画作成・学習方法や小学校社会科の評価規準について理解し、説明できる。 

4 授業においては、班活動の重要性を理解し、役割を分担し協力態勢のもとで、調査・体験・作業的な学習 

や話し合い・ 発表学習ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【レポート】 

「授業中に扱ったキーワードを一つ選択して、この指導法について考察せよ」 

※１，０００字～１，２００字程度で述べなさい。 

【期末テスト】 

【振り返りシート作成】 

 毎授業のまとめを行い、定期的に提出し、添削を受ける。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 社会編』（日本文教出版） 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』（東洋館出版社） 

地図帳『楽しく学ぶ小学生の地図帳』帝国書院。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

目標の実現度において評価する。 

◯評定の方法 

日々の授業態度、参加度 ４０％ 

レポート課題      ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 小学校社会科の目標である「公民的資質の基礎」を養うためには、地域社会や我が国の国土、産業、歴史

などに対する理解と愛情を育て、社会的な見方や考え方を養うとともに、問題解決的な学習を一層充実させ、 

子どもたちが社会との望ましいかかわり方や社会のなかでどう生きるのかを学ぶことが重要である。このた

め、本科目では小学校社会科の学習指導要領の内容を踏まえつつ、今日の社会科の課題や授業のあり方を学

ぶこととする。 

そこで本科目では次のことを遵守することを望む。 

１ 緊張感と集中力をもって受講する。 

２ 質問、発表を積極的に行い、主体的に取り組む。 

３ 欠席、遅刻、早退をしない。 

４ 勝手な退室、講義と無関係な振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などを慎む。 

 教員は次のことを実行する。 

１ 講義のねらいを明確にし、シラバスに沿って講義する。 

２ 声の大きさや話し方など受講者の立場に立って講義する。 

３ 討議や発表など受講者が講義に参加できる環境に配慮する。 

４ 受講者の質問には誠実に対応する。 

13．オフィスアワー 授業時間内に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

 小学校の学習指導要領改訂の基本方針、要点 

 社会科改訂の趣旨、要点及び目標 

 グループ作り 

事前学習 学習指導要領改訂の経緯を調べる。 

事後学習 

学習指導要領改訂の基本方針、要点、社会科

の改訂の趣旨、要点などについてまとめるこ

と。 

第２回 
第３学年の目標と内容 

 第３学年の目標と内容構成 

事前学習 第３学年の学習内容を調べる。 

事後学習 

第３学年の目標（理解・態度・能力・技能）

と内容を理解し、その内容構成をまとめるこ

と。 

第３回 
第４学年の目標と内容 

 第４学年の目標と内容構成 

事前学習 第４学年の学習内容を調べる。 

事後学習 
第４学年の目標（理解・態度・能力・技能）

と内容を理解し、その内容構成をまとめるこ



 

 

と。 

第４回 
第５学年の目標と内容 

 第５学年の目標と内容構成 

事前学習 第５学年の学習内容を調べる。 

事後学習 

第５学年の目標（理解・態度・能力・技能）

と内容を理解し、その内容構成をまとめるこ

と。 

第５回 
第６学年の目標と内容  

 第６学年の目標と内容構成 

事前学習 第６学年の学習内容を調べる。 

事後学習 

第６学年の目標（理解・態度・能力・技能）

と内容を理解し、その内容構成をまとめるこ

と。 

第６回 

社会科授業改善のキーワード１ 

 キーワードに基づいた指導事例の選択と作成 

キーワード①社会の形成に参画する資質や能力の育成 

キーワード②思考力・判断力・表現力を育む言語活動の

充実 

キーワード③知識・技能の確実な習得と活用 

キーワード④作業的、体験的学習の充実 

キーワード⑤伝統や文化の継承と発展 

キーワード⑥問題解決的学習の充実 

キーワード⑦主体的・対話的な学習の充実 

事前学習 キーワードの意味を考える。 

事後学習 

授業改善の観点から提示されたキーワード

の意味をつかみ、興味あるキーワードを選択

する。 

第７回 
社会科授業改善のキーワード１ 

 キーワードに基づいた指導事例の作成 

事前学習 
キーワードに基づいた指導事例を考える。 

必要な資料を収集する。 

事後学習 指導事例を作成することができる。 

第８回 
社会科授業改善のキーワード２ 

 キーワードに基づいた指導事例の発表と相互評価１ 

事前学習 発表準備を行う 

事後学習 個人で発表を行い、相互評価を行う。 

第９回 
社会科授業改善のキーワード３ 

 キーワードに基づいた指導事例の発表と相互評価２ 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 個人で発表を行い、相互評価を行う。 

第１０回 

社会科における評価１ 

 評価の機能と形態 

 評価の観点と方法 

 評価問題の事例検討 

事前学習 社会科の評価について考える。 

事後学習 
評価の機能や社会科における評価の方法な

どをワークシートにまとめること。 

第１１回 
社会科の学習活動 

 思考ツールの実際と作成 

事前学習 思考ツールの種類は何か考えておく。 

事後学習 
社会科で使用できる思考ツールについてワ

ークシートにまとめること。 

第１２回 

社会科の学習方法１ 

 ディベート等の討論学習 

 問題解決的学習 

 探求学習・発見学習 

事前学習 社会科の学習方法のいくつかを考える。 

事後学習 ディベートの準備を行うこと。 

第１３回 
社会科の学習方法２ 

 ディベートの実践 

事前学習 ディベートを各グループにて準備する 

事後学習 

ディベートの結果を反省する。 

・「期末レポート」を提出する。 

・「振り返りシート」を提出する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第５回までの講義内容を踏まえて、「社会科における指導計画の作成と内容の取扱い」につい

て、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（１．２００字程度） 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第８回で作成し、その後発表されたキーワードについての感想と意見をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（１．２００字程度） 

実施時期：第１０回の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 
社会・集団・家族心理学（社会・集団） 

／社会心理学 （4単位） ３．科目番号 
PSMP2113 

SPMP2113 
２．授業担当教員 岡本 香 

４．授業形態 講義・演習(ディスカッション･フィールドワークを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学入門」、「心理学概論」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

人は他者と関わり、集団に所属しながら生活している。そして人は、他者や集団や社会から様々な影響

を受けると同時に、自らも対人関係や集団に影響を及ぼしている。社会心理学は、社会学と心理学の境界

領域にあたる学問領域であり、人と他者・集団との関係の中で、人の態度や認知に表れるさまざまな変化

を明らかにすることを主なねらいとしている。 

本科目では、社会心理学の主要な研究分野である自己、対人認知、対人関係、集団等の心理について、

基礎的な知見を学習するとともに、現代社会における諸現象について、社会心理学的視点から読み解いて

いく。 

８．学習目標 

1. 心理学における社会心理学の位置づけについて理解し、説明することができるようになる。 

2. 社会心理学における主要トピックスの要点を理解し、説明することができるようになる。 

3. 日常生活や社会現象について、社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

教科書の該当箇所を事前に読んで、事前に配布されたレジュメの指示された箇所を記入してくること

と授業内に終えられなかった課題をアサインメントとします。 

レポート課題については、まとめ１と２で提示するテーマに関して、調べ学習し、身近な現象について

考えた成果をまとめることとします。 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 

安藤香織・杉浦淳吉（編著）『暮らしの中の社会心理学』ナカニシヤ出版。 

【参考書】 

山岸俊男(編)『社会心理学キーワード』有斐閣。 

池上知子・遠藤由美（共著）『グラフィック社会心理学 第 2版』サイエンス社。 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学における社会心理学の位置づけについて理解し、説明することができるようになったか。 

2.社会心理学における主要トピックスの要点を理解し、説明することができるようになったか。 

3.日常生活や社会現象について、社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できるようになったか。 

○評定の方法 

学則で決められた単位取得の条件（3/4 以上の出席）を満たしていることを前提として、授業態度点（デ

ィスカッションへの参加状況、遅刻欠席居眠り私語の状況）30％、小テスト・課題レポート・期末テスト

70％の合計得点により、成績を評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

社会心理学は、私たちの日常生活と密接した、とても身近な学問です。内容についてよく考えて理解で

きると、おもしろく学べると思いますので、「やる気」を持って臨むことを期待します。また授業内にお

いて、ワークに取り組むために必要な作業を説明しますので、必要に応じて、各自で「自分が何をなすべ

きか」を考えて行動してください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 導入①心理学における社会心理学の位置づけ 
事前学習 

これまでに学んだ心理学の体系について復習

する 

事後学習 社会心理学と他の心理学領域の違いを考える 

第２回 導入②社会心理学とは 
事前学習 社会心理学のイメージを考える 

事後学習 社会心理学の特徴をまとめる 

第３回 社会心理学の研究方法 
事前学習 

これまでに学んだ心理学の研究方法について

復習すること 

事後学習 配付資料を読んで復習すること 

第４回 好き･嫌いの心理①対人魅力の定義 

事前学習 教科書の第 1章 pp.3~4を読むこと 

事後学習 
教科書の第 1 章 pp.3~4 を読んで復習するこ

と 

第５回 好き･嫌いの心理②対人魅力に影響する個人差要因 

事前学習 教科書の第 1章 pp.4~6を読むこと 

事後学習 
教科書の第 1 章 pp.4~16 を読んで復習するこ

と 

第６回 好き･嫌いの心理➂対人魅力に影響する外的要因 

事前学習 教科書の第 1章 pp.6~14を読むこと 

事後学習 
教科書の第 1 章 pp.6~14 を読んで復習するこ

と 

第７回 集団関係の心理①集団の定義 

事前学習 教科書の第 2章 pp.15~18を読むこと 

事後学習 
教科書の第 2 章 pp.15~18 を読んで復習する

こと 

第８回 集団関係の心理②集団間の関係 

事前学習 教科書の第 2章 pp.18~20を読むこと 

事後学習 
教科書の第 2 章 pp.18~20 を読んで復習する

こと 

第９回 集団関係の心理➂内集団ひいき 事前学習 教科書の第 2章 pp.20~24を読むこと 



 

 

事後学習 
教科書の第 2 章 pp.20~24 を読んで復習する

こと 

第１０回 社会的ジレンマ①社会的ジレンマの定義 

事前学習 教科書の第 3章 pp.25~29を読むこと 

事後学習 
教科書の第 3 章 pp.25~29 を読んで復習する

こと 

第１１回 社会的ジレンマ②社会的ジレンマの解消について 

事前学習 教科書の第 3章 pp.30~36を読むこと 

事後学習 
教科書の第 3 章 pp.30~36 を読んで復習する

こと 

第１２回 文化心理学①常識について 

事前学習 教科書の第 4章 pp.37~42を読むこと 

事後学習 
教科書の第 4 章 pp.37~42 を読んで復習する

こと 

第１３回 文化心理学②集団主義と個人主義 

事前学習 教科書の第 4章 pp.42~50を読むこと 

事後学習 
教科書の第 4 章 pp.42~50 を読んで復習する

こと 

第１４回 
コミュニケーションの心理①コミュニケーションのし

くみ 

事前学習 教科書の第 5章 pp.51~53を読むこと 

事後学習 
教科書の第 5 章 pp.51~53 を読んで復習する

こと 

第１５回 コミュニケーションの心理②言語コミュニケーション 

事前学習 教科書の第 5章 pp.53~56を読むこと 

事後学習 
教科書の第 5 章 pp.53~56 を読んで復習する

こと 

第１６回 
コミュニケーションの心理➂非言語コミュニケーショ

ン 

事前学習 教科書の第 5章 pp.56~62を読むこと 

事後学習 
教科書の第 5 章 pp.56~62 を読んで復習する

こと 

第１７回 
まとめ１：暮らしの中の人間関係について事例を探し

て考察する 

事前学習 
教科書の第 1 章から第 5 章を読んで復習し、

レポートの予稿を作成すること 

事後学習 
取り挙げた事例について考察した結果を踏ま

えてレポートを作成すること 

第１８回 意思決定と合意形成の心理①意思決定の過程について 

事前学習 教科書の第 6章 pp.67~74を読むこと 

事後学習 
教科書の第 6 章 pp.67~74 を読んで復習する

こと 

第１９回 意思決定と合意形成の心理②合意形成の過程について 

事前学習 教科書の第 6章 pp.74~78を読むこと 

事後学習 
教科書の第 6 章 pp.74~78 を読んで復習する

こと 

第２０回 リーダーシップの心理①リーダーシップの定義 

事前学習 教科書の第 10章 pp.121~123を読むこと 

事後学習 
教科書の第 10 章 pp.121~123 を読んで復習す

ること 

第２１回 リーダーシップの心理②PM理論 

事前学習 教科書の第 10章 pp.124~127を読むこと 

事後学習 
教科書の第 10 章 pp.124~127 を読んで復習す

ること 

第２２回 リーダーシップの心理➂コンティンジェンシー理論 

事前学習 教科書の第 10章 pp.127~134を読むこと 

事後学習 
教科書の第 10 章 pp.127~134 を読んで復習す

ること 

第２３回 インターネットの心理①CMCの特徴 

事前学習 教科書の第 12章 pp.147~152を読むこと 

事後学習 
教科書の第 12 章 pp.147~152 を読んで復習す

ること 

第２４回 
インターネットの心理②ハイパー・パーソナル・コミ

ュニケーション 

事前学習 教科書の第 12章 pp.153~157を読むこと 

事後学習 
教科書の第 12 章 pp.153~157 を読んで復習す

ること 

第２５回 

まとめ２：暮らしの中のさまざまな選択、社会の中で

力を発揮すること、それぞれについて事例を探して考

察する 

事前学習 
教科書の第 6章から 12章を読んで復習し、レ

ポートの予稿を作成すること 

事後学習 
教科書とこれまでに配付された資料を読んで

復習すること 

第２６回 
総括：社会の中で生きるための心理学について（レポ

ートの発表） 

事前学習 総括レポート案を作成してくること 

事後学習 これまでの学びを復習すること 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：社会心理学の歴史 

形式：配布されたワークシートに書き込む。 

実施時期：第２回の授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第３回の授業時に課題の要点を解説する。 

事後学習：第３回授業時の解説を踏まえて、課題の要点をまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：キャリア心理学における性別とキャリアの問題 

形式：配布されたワークシートに書き込む。 

実施時期：第２０回の授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第２６回の授業時に課題の要点を解説する。 

事後学習：第２６回授業時の解説を踏まえて、課題の要点をまとめる。 



 

 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：キャリア心理学における職業興味について 

形式：配布されたワークシートに書き込む。 

実施時期：第２０回の授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第２６回の授業時に課題の要点を解説する。 

事後学習：第２６回授業時の解説を踏まえて、課題の要点をまとめる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：キャリア心理学におけるキャリア選択の問題 

形式：配布されたワークシートに書き込む。 

実施時期：第２０回の授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第２６回の授業時に課題の要点を解説する。 

事後学習：第２６回授業時の解説を踏まえて、課題の要点をまとめる。 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会学概論 （2単位） 

３．科目番号 GELA1113 

２．授業担当教員 佐々木 貴雄 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会

システム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性
の中で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とす
るような問題（ニーズ）も社会的関係の中から生ずるものだからである。こうしたことから、援助職に就

こうとする者には、人間を取り巻く「社会」のなりたちや変化について観察・分析する学問である社会学
の学習が必要となるのである。 

 この講義では、社会学の基本的な考えかたと対象について幅広く取り上げる。また、国家試験などで求

められる社会学の基本的な用語や知識についても学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．現代社会についての基礎知識を身につけて、物事をその社会的背景から考えられるようになる。 

2．人間と社会の関係について学び、人間を社会的関係の中で捉えられるようになる。 

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポートは出題直近時の雑誌論文をもとに出題する予定である。テーマや書き方等については、授業で説明
する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会『社会理論と社会システム（第 3 版）』中央法規出版、2014 年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

・現代社会や社会問題についての理解をもとに、自分の考えを述べることができるか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

社会学が扱う「社会」は、常に変化している。授業の中でも最新の動向を紹介するが、ぜひ日頃から新聞や
雑誌を読む習慣をつけてほしい。また、授業中は私語をしない、授業に必要なく携帯電話・スマートフォン

等を使用しないなどの基本的なマナーを守るように努めてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション： 

社会とは何か、社会学とは何か 

事前学習 社会の変化について考える 

事後学習 
社会学を学ぶ意義について、講義を踏まえ

てまとめる。 

第２回 
社会システム（社会システムとは、法と社会システム、
経済と社会システム） 

事前学習 テキスト第 1章 3節までを読んでおく。 

事後学習 社会にある格差について整理する。 

第３回 社会変動 ～近代化、情報化、グローバリゼーション 
事前学習 テキスト第 1章 4節を読んでおく。 

事後学習 グローバリゼーションの実例を考える。 

第４回 人口変動とその影響 ～少子化、高齢化、人口移動 
事前学習 テキスト第 1章 5節を読んでおく。 

事後学習 人口減少の影響について考える。 

第５回 
生活の捉え方 ～ライフスタイルの変化、ライフコース
の多様化 

事前学習 テキスト第 2章 1節を読んでおく。 

事後学習 ライフコース多様化の背景を考える。 

第６回 家族 ～家族と世帯、家族の機能、家族の変容 
事前学習 テキスト第 2章 2節を読んでおく。 

事後学習 現代の「家族」の範囲について考える。 

第７回 ジェンダー ～家族とライフコースの変化 

事前学習 
これまで経験してきたジェンダー規範につ
いて、振り返っておく。 

事後学習 
日本社会のジェンダーにおける課題につい

てまとめておく。 

第８回 地域 ～都市と農村の変化 

事前学習 テキスト第 2章 3節を読んでおく。 

事後学習 
自分の住んでいる地域の変化について考え

る。 

第９回 社会問題と社会病理 

事前学習 テキスト第 4章を読んでおく。 

事後学習 
社会問題に対するソーシャルワークについ

て考える。 

第１０回 社会的行為 
事前学習 テキスト第 3章 1節を読んでおく。 

事後学習 社会的行為の類型について整理しておく。 

第１１回 社会的役割 
事前学習 テキスト第 3章 2節を読んでおく。 

事後学習 自らの社会的役割についてまとめる。 

第１２回 社会集団と組織 社会的ジレンマ 
事前学習 テキスト第 3章 3～4節を読んでおく。 

事後学習 自らが所属する集団について振り返ってお



 

 

く。 

第１３回 社会関係資本と社会的連帯 授業のまとめ 

事前学習 テキスト第 3章 5節を読んでおく。 

事後学習 
学んだ社会学をどう今後の学習に生かすか

考える。 

課題研究

１ 

2015（平成 27）年に行われた国勢調査における世帯に関する調査結果をもとに、家族規模の変化が日本社会にもたら

す問題について検討しなさい。 

実施時期：第６回授業にて出題する。字数は 1000～1200字（参考文献含む）。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第７回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

課題研究

２ 

「ワーキングプア」という問題が発生する理由について、様々な観点から検討しなさい。 

実施時期：第９回授業にて出題する。字数は 1000～1200字（参考文献含む）。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第１０回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

 

 

 



１．科目名（単位

数） 
社会学概論 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1334 

GELA1313 
２．授業担当教員 堀 聡子 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会シ

ステム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性の中
で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とするよう
な問題（ニーズ）も社会的関係の中から生ずるものだからである。こうしたことから、援助職に就こうとす

る者には、人間を取り巻く「社会」のなりたちや変化について観察・分析する学問である社会学の学習が必
要となるのである。 

 この講義では、社会学の基本的な考えかたと対象について幅広く取り上げる。また、国家試験などで求め

られる社会学の基本的な用語や知識についても学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．現代社会についての基礎知識を身につけて、物事をその社会的背景から考えられるようになる。 

2．人間と社会の関係について学び、人間を社会的関係の中で捉えられるようになる。 

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポートは２本出題する予定である。テーマや書き方等については、授業で説明する。 

また、毎回授業の最後にリアクションペーパーを提出してもらう。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
新社会福祉士養成講座編集委員会『社会理論と社会システム（第 3版）』中央法規出版、2014年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

・現代社会や社会問題についての理解をもとに、自分の考えを述べることができるか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

 社会学が扱う「社会」は、常に変化している。授業の中でも最新の動向を紹介するが、ぜひ日頃から新聞や

雑誌を読む習慣をつけてほしい。また、授業中は私語をしない、携帯電話を鳴らさないなどの基本的なマナー

を守るように努めてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション：社会とは何か、社会学とは何か 

事前学習 
教科書序章（pp.1-11）を読んで社会学とは何

かについて内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて社会学とは何かについて振

り返る 

第２回 
社会システム（社会システムとは、法と社会システム、

経済と社会システム） 

事前学習 
教科書第 1章第 1節（pp.14-31）を読んで社

会システムについて内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて社会システムについて振り

返る 

第３回 
社会変動 

 ～近代化、情報化、グローバリゼーション 

事前学習 
教科書第１章第 4 節（pp.58-71）を読んで社

会変動について内容を確認しておく 

事後学習 配布資料を用いて社会変動について振り返る 

第４回 
人口変動とその影響 

 ～少子化、高齢化、人口移動 

事前学習 
教科書第１章第 5 節（pp.72-90）を読んで人

口変動について内容を確認しておく 

事後学習 配布資料を用いて人口変動について振り返る 

第５回 
生活の捉え方 

～ライフスタイルの変化、ライフコースの多様化 

事前学習 
教科書第 2章第 1節（pp.92-104）を読んで生

活の捉え方について内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて生活の捉え方について振り

返る 

第６回 家族 ～家族と世帯、家族の機能、家族の変容 

事前学習 
教科書第 2章第 2節（pp.105-119）を読んで

家族社会学について内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて家族社会学について振り返

る 

第７回 地域 ～都市化、過疎化、外国人の増加 

事前学習 
教科書第 2章第 3節（pp.120-135）を読んで

地域社会学について内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて地域社会学について振り返

る 

第８回 
社会関係 

 ～社会的行為・社会的役割・社会的ジレンマ 
事前学習 

教科書第 3章第 1節（pp.138-150）を読んで

社会的行為について内容を確認しておく 



事後学習 
配布資料を用いて社会的行為について振り返

る 

第９回 
社会関係資本と社会的連帯 ～中間集団の解体、社会関

係資本の構成要素、社会的排除 

事前学習 
教科書第 3章第 5節（pp.187-197）を読んで

社会関係資本について内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて社会関係資本について振り

返る 

第１０回 社会病理と逸脱 ～文化学習理論、社会緊張理論 
事前学習 

教科書第 4章第 1節（pp.200-210）を読んで

社会病理について内容を確認しておく 

事後学習 配布資料を用いて社会病理について振り返る 

第１１回 社会問題① ～貧困、ワーキングプア 
事前学習 

教科書第 4章第 2節（pp.211-217）を読んで

社会問題について内容を確認しておく 

事後学習 配布資料を用いて社会問題について振り返る 

第１２回 社会問題② ～ハラスメント、ＤＶ、児童虐待 
事前学習 

教科書第 4章第 2節（pp.217-225）を読んで

ハラスメントについて内容を確認しておく 

事後学習 配布資料を用いて DV・虐待について振り返る 

第１３回 社会問題③ ～共生社会、多文化主義 

事前学習 
教科書第 4章第 3節（pp.226-237）を読んで

共生社会について内容を確認しておく 

事後学習 
配布資料を用いて共生社会についてふりかえ

る 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 1回〜7回の授業で取り上げたテーマ（少子高齢化、ライフコースの多様化、家族、地域等）に関連

する新聞記事を 1 つ取り上げ、①記事の内容を 400 字程度で要約したうえで、②その記事についての自分の考えを 800

字程度で述べなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：次の①②についてレポートにまとめなさい。 

①社会学とはどのような学問ですか。授業内容を踏まえつつ、あなたの言葉で説明してください。 

②社会学の授業を通してあなたが学んだことを書いてください。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,200字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業終了から 2週間後までに提出する。 

事後学習：全 13回の授業とレポート作成を通して学んだことを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会教育課題研究 （4単位） 

３．科目番号 

SNMP4404 

SCMP4404 

SBMP4404 

SSMP4404 

SSMP4304 

２．授業担当教員 手打 明敏 

４．授業形態 
学生各人が研究課題を設定し、グループ討議等により調査研究を 
行いながら論文をまとめる。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は、文部科学省令で定められた社会教育主事養成の必修科目であり、社会教育・生涯学習の諸課題

について理解を図る。 

７．講義概要 

生涯学習時代を迎え、学校以外の場である家庭や職場、地域等において様々な学習活動が展開されてい

る。これらの学習活動への支援は、社会教育としてとらえられる。 

ところで、学生は３年次にソーシャルワーク実習、精神保健福祉援助実習、保育実習）を行っている。

これら実習先等の施設においても人々は学習活動を展開しており、この学習活動も社会教育の範疇にあ

る。また、現代社会の諸問題に向き合い、持続可能な社会づくりを志向する社会教育実践は、実習で経験

してきたソーシャルワーク等に関連するテーマはもとより、その領域は多岐にわたる。授業では、そうし

た自らの体験と各地の実践事例を意識し、受講者主体の社会教育講座を実際に企画運営する技能を修得

し、学習活動支援（社会教育）上の問題・課題を研究・討議し、社会教育推進方策を策定する。 

８．学習目標 

次の目標の達成に努める。 

① 学校以外のあらゆる場で展開されている様々な学習活動についての知識を身につける。 

② その学習活動を支援するのが社会教育であることを理解し、説明することができる。 

③ 特に実習先等の施設における人々の学習支援活動（社会教育）の状況を把握するとともに、学習活

動支援の問題・課題を的確にとらえ説明することができる。 

④ その問題・課題について研究・協議し、社会教育推進方策を策定することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業をふまえて中間レポートとして、1000字程度で各自の研究課題をまとめていただく。 

授業での討議をふまえて期末に2000字程度で研究成果をまとめていただく。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】手打明敏・上田孝典編著『＜つながり＞の社会教育・生涯学習』東洋館出版社、2017年。 

【参考書】野元弘幸編著『社会教育における防災教育の展開』大学教育出版 2018年。 

日本社会教育学会 60周年記念出版部会編『希望への社会教育』東洋館出版社 2013年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会教育に関する理念・社会的役割について理解し、具体的に説明できる力を身につけたか。（知

識・理解） 

２．社会教育に関する現代的課題について自ら主体的に研究し、対象者に合わせて、適切なテーマを設定

した上で学習講座等を企画・開催できる力を身につけたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

１．授業への取り組み姿勢                    総合点の３０％ 

２．授業内での課題提出（課題レポート・企画書作成等）      総合点の４０％ 

３．期末レポート（研究成果発表含む）              総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業の前半では教科書を講読し社会教育・生涯学習にかかわる課題について検討をおこなう。後半で

は、受講生の研究課題を検討し、レポート作成をおこなう。このような授業であるから、受講生は主体

的、積極的に授業に参加していただきたい。 

13．オフィスアワー 
初回授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

本授業の進め方について説明し、教科書『＜つながり

＞の社会教育・生涯学習』の概要について説明する。 

事前学習 
教科書『＜つながり＞の社会教育・生涯学

習』に目をと通しておくこと 

事後学習 
社会教育と生涯学習の関係について整理する

こと 

第２回 教科書の序章『＜つながり＞の社会教育・生涯学習』 

事前学習 
教科書の序章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 
現代社会における＜つながり＞の意味につい

て整理する。 

第３回 
教科書の第 1章 生涯学習政策における連携・協働・

ネットワーク 

事前学習 
教科書の第 1章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 日との生涯学習政策の特徴を整理する。 

第４回 教科書の第 2章 地域の学びと地域づくり 
事前学習 

教科書の第 2章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 近年の地域づくり政策の動向を整理する。 

第５回 教科書の第 3章 住民主体の地域運営と公民館 
事前学習 

教科書の第 3章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 公民館の機能について整理する。 

第６回 
補足資料をもとに住民の学習を支援する地域社会教育

施設について解説する。 

事前学習 
社会教育法、図書館法、博物館法を読んでお

くこと。 

事後学習 
地域社会教育施設の機能と役割について整理

する。 



 

 

 

  

第 7回 教科書の第 5章 学校と地域の協働関係づくりの方策 

事前学習 
教科書の第 5章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 
コミュニティ・スクールとはどのような仕組

みか説明できるよう整理する。 

第 8回 
補足資料をもとに、地域とともにある学校を支援する

地域の取り組みついて解説する。 

事前学習 
文部科学省ホームページ等から地域学校協働

活動について調べる。 

事後学習 
地域とともにある学校と住民の学びについて

説明できるよう整理する。 

第９回 教科書の第 6章 若者にとってのたまり場・居場所 
事前学習 

教科書の第６章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 たまり場と居場所の異同について整理する 

第 10回 
教科書の第 7章 多文化共生の地域づくりへの取り組

み 

事前学習 
教科書の第７章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 各地の多文化共生の取り組みを整理する。 

第 11回 教科書の第 8章 地域の自治を志向する住民の学び 

事前学習 
教科書の第８章を熟読し、要点をまとめるこ

と。 

事後学習 
地域の自治と住民の学びの関係を説明できる

よう整理する。 

第 12回 
資料をもとに 東日本大震災後の地域復興にかかわる

住民の学びについて解説する。 

事前学習 
新聞・雑誌等で東日本大震災被災地の復興に

ついて調べておくこと。 

事後学習 
地域復興を支える住民の学びについてまとめ

る。 

第 13回 
教科書の第 10章 障害者の地域における自立を支える

親の役割 

事前学習 
教科書の第 10章を熟読し、要点をまとめる

こと。 

事後学習 
知的障害者をもつ親の学習について整理す

る。 

第 14回 
教科書第 11章 労働と生活の分断を乗り越えるための

学習 

事前学習 
教科書の第 11章を熟読し、要点をまとめる

こと。 

事後学習 
ワークライフバランスについて説明できるよ

う整理する。 

第 15回 教科書の第 12章 リテラシーの学びと実践 
事前学習 

教科書の第 12章を熟読し、要点をまとめる

こと。 

事後学習 インフォーマルな学びについて整理する。 

第 16回 受講生の研究課題の発表と質疑① 
事前学習 研究関心を整理し発表資料を作成する。 

事後学習 質疑をふまえ研究関心を検討する。 

第 17回 受講生の研究課題の発表と質疑② 

事前学習 研究関心を整理し発表資料を作成する。 

事後学習 質疑をふまえ研究関心を検討する 

事後学習 質疑をふまえ研究関心を検討する 

第 18回 受講生の研究課題の発表と質疑③ 
事前学習 研究関心を整理し発表資料を作成する。 

事後学習 質疑をふまえ研究関心を検討する 

第 19回 研究成果の中間報告① 
事前学習 

研究成果の中間まとめの発表資料を作成す

る。 

事後学習 質疑をふまえ研究成果のまとめをおこなう 

第 20回 研究成果の中間報告② 
事前学習 研究成果の中間まとめの発表資料を作成する 

事後学習 質疑をふまえ研究成果のまとめをおこなう 

第 21回 研究成果の中間報告③ 
事前学習 研究成果の中間まとめの発表資料を作成する 

事後学習 質疑をふまえ研究成果のまとめをおこなう 

第 22回 研究成果の中間報告④ 
事前学習 研究成果の中間まとめの発表資料を作成する 

事後学習 質疑をふまえ研究成果のまとめをおこなう 

第 23回 研究成果の中間報告⑤ 
事前学習 研究成果の中間まとめの発表資料を作成する 

事後学習 質疑をふまえ研究成果のまとめをおこなう 

第 24回 研究成果の発表① 
事前学習 研究成果の発表資料を作成する。 

事後学習 質疑をふまえ研究成果レポートを作成する。 

第 25回 研究成果の発表② 
事前学習 研究成果の発表資料を作成する 

事後学習 質疑をふまえ研究成果レポートを作成する。 

第 26回 担当教員による授業のまとめ 
事前学習 

授業での質疑を通して研究関心がどのように

変化したかを整理しておくこと。 

事後学習 本授業の成果を整理する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回から第 6回の講義内容をふまえて地域住民の〈つながり〉の形成に果たす社会教育の役割に

ついてレポートにまとめなさい。 



 

 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。第 9回授業時に担当教員のコメントをつけて返却する。コメントに関し

て質問がある場合には、担当教員の研究室で随時対応する。 

事後学習：レポートについてのコメント、教員との質疑をふまえて学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7回から第 12回の講義内容をふまえて、関心をもった地域でおこなわれている住民の学習活動

についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A用紙 1枚程度（1,000 字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。第 15回授業時に担当教員のコメントをつけて返却する。コメントに関

して質問がある場合には、担当教員の研究室で随時対応する。 

事後学習：レポートについてのコメント、教員との質疑をふまえて学んだことをまとめる。 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第 2回から第 16回までの講義と質疑をふまえて受講生が取り組む社会教育課題研究のテーマとそ

のテーマを設定した意図をレポートにまとめる。 

レポート形式：A用紙 1枚程度（1,000 字程度） 

実施時期：第 16回の授業後に実施する。 

提出期限：第 17回の授業開始時に提出する。第 17回授業は、学生がレポートをもとに発表をおこない、受講生全員

で議論する。 

事後学習：レポートについての議論をふまえて学んだことをまとめる。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第 17回から第 22回までの社会教育課題研究に関する質疑応答をふまえて中間レポートを作成す

る。 

レポート形式：A用紙 1枚程度（１,000字程度） 

実施時期：第 22回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23回の授業開始時に提出する。第 23回授業は、学生がレポートをもとに発表をおこない、受講生全員

で議論する。 

事後学習：レポートについての議論をふまえて学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会言語学 （2単位） 

３．科目番号 EIJP2144 

２．授業担当教員 野口 芙美 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「言語学概論」と併せて履修するとより望ましい。 

７．講義概要 

社会言語学とは、社会の中で言語がどのように使用されているかに関し理解を深める学問である。具体的に

は社会の中の性差、地域差、世代差などによる言語の運用について日本語を対象にしながら学んでいく。す

なわち本講義は、日本語教育に必要な日本語の運用規則を理解するとともに，言語教育に携わる上での言語

観を養うための基礎的科目といえる。日本語母語話者が無意識に行っている言語活動を「社会」という観点

から見つめ直すことで，日本語の多様性および日本語の運用規則を理解する。 

８．学習目標 

１．社会言語学の研究領域と研究対象を含む基礎的考え方を理解する。 

２．日本社会における言語使用の多様性について性差、地域差、世代差を対象としながら具体的に理解する。 

３．日本社会において位相による日本語の運用規則を理解する。 

４．日本語教育における社会言語学の意義について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．毎授業ごとにワークシートを配布し、それに沿ってペアワークやグループワークを行いながら授業を進め

る。ペアワーク・グループワークでの内容は授業後にワークシートにまとめ、授業の感想とともに次回の授

業で提出する。 

2．ある談話を対象に、授業内で扱った内容から1つテーマを選び、分析を行う。第8回で研究テーマ、研究計

画を発表し、第13回で研究結果を発表する。発表時の議論、フィードバックを踏まえ、研究成果をレポート

にまとめて提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】石黒圭著『日本語は「空気」が決める－社会言語学入門』光文社新書、2013 

【参考書】授業内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会言語学の研究領域と研究対象を含む基礎的考え方を理解できたか。 

２．日本社会における言語使用の多様性について性差、地域差、世代差を対象としながら具体的に理解でき

たか。 

３．日本社会において位相による日本語の運用規則を理解できたか。 

４．日本語教育における社会言語学の意義について理解できたか。 

○評定の方法 

授業への参加態度             30％ 

授業ごとの提出物と小テスト        30％ 

期末レポート               40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

日本語は実にバリエーション豊かな言語である。「依頼」一つをとっても依頼内容や相手によってその表現は

異なるし、一つの表現でも使用する場面によって話し手の意図や相手に与える印象が変わることもある。ま

た、「役割語」と呼ばれる小説やアニメの登場人物独特の日本語は、我々が実際には使用しないものも多いに

も関わらず、その人物の個性として受け入れられている。この授業を通して、多彩な日本語に触れ、自分た

ちがどのようにそれらを使い分けているのか、楽しみながら考えてほしい。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、「はじめに」社会言語学の面白さ 

第 1章「社会言語学とは何か」 

事前学習 社会言語学とは何か、考えてくる。 

事後学習 教科書 pp.3~～45、目次に目を通しておく。 

第２回 第 2章「地域に根ざした言葉」方言 
事前学習 教科書 pp.47～71を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第３回 
第 3章「話し手に根ざした言葉」言葉とジェンダー、言

葉と世代 

事前学習 教科書 pp.73～92を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第４回 
第 3章「話し手に根ざした言葉」言葉と社会階層、役割

語 

事前学習 教科書 pp.93～100を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第５回 
第 4章「聞き手に合った言葉」親疎関係、アコモデーシ

ョン理論、上下関係 

事前学習 教科書 pp.101～110を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第６回 第 4章「聞き手に合った言葉」敬語とポライトネス理論 
事前学習 教科書 pp.111～116を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第７回 談話分析とその方法 
事前学習 事前配付資料を読んでくる。 

事後学習 研究テーマを特定し、研究計画を立てる。 

第８回 研究テーマと研究計画発表 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 
フィードバックを踏まえ、研究計画を修正す

る。分析を開始する。 

第９回 第 5章「状況に合った言葉」 
事前学習 教科書 pp.117～132を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１０回 第 6章「伝達方法に合った言葉」 事前学習 教科書 pp.133～148を熟読しておく。 



 

 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１１回 第 7章「日本語の人称表現」 
事前学習 教科書 pp.149～182を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１２回 第 9章「言葉と文化」 
事前学習 教科書 pp. 203～220を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１３回 

プレゼンテーション：社会言語学的観点からの談話分

析、質疑応答、コメント 

これまでの内容の振り返り 

事前学習 

プレゼンテーションに向け、準備を行う。教

科書、学習内容を復習し、疑問点を明らかに

しておく。レポートに向けて発表からの改善

点・疑問点をまとめておく。 

事後学習 

これまでの学習内容・フィードバックを踏ま

え、13回で発表した内容をレポートにまとめ

る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 6回の講義内容を踏まえて、自身のことばについてレポートを書くこと。自分はどのよう

な場合、相手、状況でどのようなことばを選んでいるか、どのような意図があるのか、客観的に自分のことばを観察し

てみる。レポートには、必ず具体的な例やエピソードを盛り込むこと。 

レポート形式：A4用紙 1枚以上（1,200字～） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出されたレポートは添削して返却し、質疑応答・意見交換を第 8回授業終了後に教室で行う。添削内容等

について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付ける。 

事後学習：添削指導を踏まえ、学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 13回の自分以外の発表について、コメント・感想、疑問点をまとめる。単に「面白かった」などの

感想に止まらず、どの部分がなぜ興味深いと思ったか、研究方法・内容を批判的に見て、改善点を指摘すること。 

レポート形式：A4用紙 1枚以上（各発表者につき 400字以上） 

実施時期：第 13回の授業 後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業から一週間後にメールで提出する。 

     提出されたレポートは添削して返却する。その際、クラスメイトからのコメントも返却する。質問がある場 

合はその後随時受け付ける。 

事後学習：添削指導、質疑を踏まえ、自身の意見・コメントをまとめる。（レポート返却から一週間後提出締め切り） 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会情報学 （2単位） 

３．科目番号 EDIT1301 

２．授業担当教員 柴田 隆史 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

情報化によって仕事や生活の様式が大きく変化している現代において、メディアや ITに関する知識は不可

欠なものである。本講義では、携帯電話、電子メール、インターネットなどといった情報化社会のキーワー

ドの理解をもとに、ワークスタイルやライフスタイルの変化を具体的な事例から学ぶ。また、社会における

メディアのあり方や、メディアを使う人間（ユーザー）にも着目する。 

８．学習目標 
情報化社会が現代にもたらした影響や人間の心理や生理へ与える問題などについて理解し、情報化社会に

おけるメディアの在り方を理解することを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中に学習テーマごとに課題を出し、調べたことと自分で考えたことをまとめて提出する。履修者は、

その進捗状況をもとに学習内容の確認および復習を適宜行うこと。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

 資料を適宜配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で扱う情報化社会に関するそれぞれの内容について理解しているか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この講義では、メディアと情報化社会に関する最近のトピックを扱います。おそらく、みなさんにとって

身近な話題もたくさんあると思います。普段からニュースを見たり、積極的に新しいメディアや機器を利用

したりすることを心がけて下さい。それにより、講義内容の理解をより一層深めることができます。 

13．オフィスアワー  初回授業で伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：講義内容の確認、事例紹介、 

履修者の知識確認、質問・相談 

事前学習 
情報社会について何か自分の考えをまとめてお

くこと。 

事後学習 
授業で出てきたキーワードのうち、興味を持った

ことについて調べる。 

第２回 メディアと社会 

事前学習 メディアが社会に与える影響について考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第３回 コンピュータネットワークとメディア利用 

事前学習 
インターネット上でのコミュニケーションにつ

いて考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第４回 日常におけるメディアの利用 

事前学習 
普段使うメディアについて考え、その中の一つに

ついて自分の意見をまとめる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第５回 子どもとメディア 

事前学習 
子どものメディアへの関わり方について自由に

考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第６回 メディア利用とシリアスゲーム 

事前学習 
シリアスゲームをキーワードに、どんなものがあ

るのかを調べる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第７回 映像メディアの社会への影響 

事前学習 
映像メディアと社会との関係性について自由に

考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第８回 マルチメディアと次世代メディア 

事前学習 Head Mounted Display (HMD)について調べる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第９回 立体映像メディアと奥行き知覚 

事前学習 
なぜ奥行きを感じるのか、ということについて自

由に考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 



 

 

 

第１０回 人間の視聴覚特性 

事前学習 
眼球運動について調べ、日常生活との関わりにつ

いて考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第１１回 テクノストレスと VDT症候群 

事前学習 VDTとは何かについて調べる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第１２回 コンピュータ利用におけるユーザインタフェース 

事前学習 GUIとは何かについて調べる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第１３回 学校でのメディア活用とユニバーサルデザイン 

事前学習 
ユニバーサルデザインについて調べ、具体例をい

くつかまとめる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 5回の講義内容を踏まえて、自分がこれまでに使ってきたメディアと、人とのコミュニケ

ーションについてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業及び終了後に行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回～第 12回の講義内容を踏まえて、学校におけるにメディアの活用と留意点についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業及び終了後に行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会的養護Ⅰ／社会的養護 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2362 

SCMP2362 

SSMP2362 

SBMP2362 

SPMP2362 

SJMP2105 

JENT2416 

JNNT1416 

２．授業担当教員 中嶋 一郎 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会的養護の意義、制度や実施体系を学び、社会的養護が子どもの支援体制であることを理解する。社会
的養護の理念、概念、歴史的変遷、支援を行う際に必要な「子どもの最善の利益」「子どもの権利」等の基本

原則と社会的養護における倫理と責務を学び、社会的養護の対象や家庭養護と施設養護の形態、関係する専
門職等について理解する。社会的養護の現状と課題について、社会的状況、施設等の運営管理、虐待防止、
地域福祉を学ぶ。 

８．学習目標 

1.社会的養護の理念と概念を理解し、保育士として実践で使用出来る知識を身につける。 
2.児童の権利、児童養護の理念を理解し、保育士として実践で使用出来る知識を身につける。 

3.施設養護における自立支援等の具体的な支援について理解し、保育士としての実践力を身につける。 
4.社会的養護の抱える今後の課題について理解し、保育士としての考察力、対応力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

13回の授業内で、社会福祉への問題意識を高め、主体的な学習が出来るように予習を兼ねたアサイメント

と、問題へ及び考察を表現するためのレポート課題を行う。 

第１回の授業開始までに「社会的養護の理念と概念」について調べてまとめたレポートを作成しておくこと

を強く望む。(字数は任意) 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

なし 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.社会的養護に関わる支援に対する理念・制度の体系を理解出来たか。 

2.児童の最善の利益、児童の権利を理解出来たか。 

3.施設養護における自立支援等の具体的な支援について理解出来たか 

4.社会的養護の抱える今後の課題について理解し、保育士としての考察力、対応力を理解出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

携帯電話等の使用や私語等を慎むことは、守るべきマナーです。（減点の対象） 

授業等で不満があれば個人的に受け付けておりますので、いつでもご相談ください。 

自分の意見を持つことは、共に学ぶ学友との相互理解を深めるための道具です。自分の意見はワークシート

にまとめ、それを元に他人と議論を交わしてください。 

（以下、加点の対象） 

他の学生を尊重し、その意見をしっかりと受け止めてください。 

発表の際には、他の学生に伝わる大きさの声で行ってください。 

わからないことがあれば、授業内、外で積極的に質問をしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷① 

社会的養護の理念と概念 

事前学習 
社会的養護の理念と概念について調べてま

とめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

社会的養護の理念と概念を理解し、保育士と

して実践を行う際の規範との関連を説明出

来るようにする。 

第２回 
現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷② 

社会的養護の歴史的変遷 

事前学習 
社会的養護の歴史上で起きた出来事を一つ

まとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護の歴史について理解し、説明出来

るようにする。 

第３回 
社会的養護と児童家庭福祉① 

児童家庭福祉と社会的養護の関係性 

事前学習 
児童家庭福祉の支援における重要なポイン

トをまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護における児童家庭福祉の在り方

を理解し、説明出来るようにする。 

第４回 
社会的養護と児童家庭福祉② 

児童の権利擁護と社会的養護 

事前学習 
児童の有する権利についてまとめたレポー

トを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護における児童の権利の位置付け

を理解し、説明出来るようにする。 

第５回 
社会的養護の制度と実施体系① 

社会的養護の制度と法体系 

事前学習 
社会的養護に関する法制度を一つ調べてま

とめたレポートを作成しておく。 

事後学習 社会的養護を実施するための法体系と具体



 

 

的な制度を理解し、説明出来るようにする。 

第６回 
社会的養護の制度と実施体系② 

社会的養護の仕組みと実施体制 

事前学習 
社会的養護に係る施設を一つ調べてまとめ

たレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護の実施体制を理解し、実際の仕組

みを説明出来るようにする。 

第７回 
社会的養護の制度と実施体系④ 

社会的養護の専門職 

事前学習 
社会的養護に係る専門職を保育士以外で一

つ調べてまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

社会的養護に係る専門職の特徴と業務内容

を理解し、保育士との連携について説明出来

るようにする。 

第８回 

施設養護の実際① 

施設養護の基本原理 

施設養護の実際/養護系施設 

事前学習 
施設養護での基本原理をまとめたレポート

を作成しておく。 

事後学習 

養護系施設で行われる業務内容と支援の実

際を理解し、実践で活かせる知識を身に付け

る。 

第９回 
施設養護の実際② 

施設養護の実際/非行系施設・障害系施設 

事前学習 
障害系施設の種別を整理してまとめたレポ

ートを作成しておく。 

事後学習 

非行系施設、障害系施設で行われる業務内容

と支援の実際を理解し、実践で活かせる知識

を身に付ける。 

第１０回 

施設養護の実際③ 

施設養護とソーシャルワーク 施設等の運営管理 

記録の作成の留意点と自己評価の視点 

事前学習 
ソーシャルワークという言葉の意味を調べ

てまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
施設養護にかかる支援方法、及び記録の仕方

等の具体的業務を理解する。 

第１１回 
社会的養護の課題と展望① 

生活単位の小規模化とケア体制 

事前学習 
社会的養護におけるケア体制の具体例を調

べてまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

社会的養護の支援において子どもの権利を

保障するために必要なケア体制を理解し、説

明出来るようにする。 

第１２回 
社会的養護の課題と展望② 

社会的養護の担い手のケアの必要性 

事前学習 

社会的養護の施設に従事する職員が抱える

問題についてまとめたレポートを作成して

おく。 

事後学習 

社会的養護に従事する職員の実際を理解し、

そのような状態に自身が置かれた時の対処

方法を考察する。 

第１３回 
まとめ 

保育士として社会的養護にどのように関わりたいのか 

事前学習 

保育士として社会的養護に係る施設で働く

としたら自身はどのような施設で働いてみ

たいのか、具体的な施設の種別とその理由を

まとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
保育士として働いてみたい施設に関する知

識とその理由を説明出来るようにする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 6 回の講義内容を踏まえて、「社会的養護の各サービスから一つ選択し、そのサービスにおける目

的・利用者の特徴・具体的な支援内容」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1～12回の講義内容を踏まえて、「今後の社会的養護における課題とその対応策」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を期末試験終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

内容については、13回の授業で行った内容から記述形式で問題を作成する。 

資料の持ち込みに関しては、授業で使用したコマシラバスと配布資料に関しては可。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 （2単位） 

３．科目番号 
JENT2417 

JNNT2417 
２．授業担当教員 中嶋 一郎 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「社会的養護」を履修してから履修することが望ましい。 

７．講義概要 

社会的養護の基本的内容として、子どもの理解を踏まえた日常生活支援、治療的支援、自立支援を理解す

る。施設養護と家庭養護それぞれの生活特性と実際を学び、アセスメントと個別支援計画の作成、記録、自
己評価ができるようになる。社会的養護に関わる専門技術として、保育の専門性と社会的養護に関わる相談
援助の知識と技術とその実践を身に付ける。社会的養護における子ども虐待と家庭支援について学び、今後

の課題と展望を理解する。 

８．学習目標 

1.児童福祉施設における養護の意義を理解し、専門的な支援者としての保育士に必要な認識を身につける。 
2.子どもの成長・発達に果たす養護の意義について学習し、保育士としての役割感覚を身につける。 

3.子どもの最善の利益を意識した支援の実践方法を身につける。 
3.社会的養護に関わる施設の事例分析を行い、利用者理解と事例への洞察力、支援の視点を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

13回の授業内で、社会福祉への問題意識を高め、主体的な学習ができるように予習を兼ねたアサイメント

と、問題へ及び考察を表現するためのレポート課題を行う。 

第１回の授業開始までに「児童の有する権利」についてまとめたレポートを作成しておくことを強く望む。

(字数は任意) 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

吉田眞理(編著)『児童の福祉を支える 演習 社会的養護内容』萌文書林 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.児童福祉施設における養護の意義を理解し、支援者としての保育士に必要な認識力を身につけられたか。 

2.子どもの成長・発達に果たす養護の意義について学習し、保育士としての役割感覚を身につけられたか。 

3.子どもの最善の利益を意識した支援の実践方法を身につけられたか。 

4.社会的養護に関わる各施設における事例分析を行い、利用者理解と支援方法、及び支援に関する具体的方

策を考察出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

携帯電話等の使用や私語等を慎むことは、守るべきマナーです。（減点の対象） 

授業等で不満があれば個人的に受け付けておりますので、いつでもご相談ください。 

自分の意見を持つことは、共に学ぶ学友との相互理解を深めるための道具です。自分の意見はワークシート

にまとめ、それを元に他人と議論を交わしてください。 

（以下、加点の対象） 

他の学生を尊重し、その意見をしっかりと受け止めてください。 

発表の際には、他の学生に伝わる大きさの声で行ってください。 

わからないことがあれば、授業内、外で積極的に質問をしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

社会的養護における児童の権利擁護と保育士の倫理及

び責務① 

 児童の権利擁護(1) 

事前学習 

児童の有する権利についてまとめたレポー

トを作成しておく。テキスト p.11、p.20の事

例を熟読しておく。 

事後学習 

子どもの最善の利益を踏まえた支援の具体

例を考察し、自分の意見を説明することが出

来る。 

第２回 

社会的養護における児童の権利擁護と保育士の倫理及

び責務② 

 児童の権利擁護(2) 

事前学習 
テキスト p.23、p.32、p.37、p.44の事例を熟

読しておく。 

事後学習 

子どもの最善の利益を踏まえた支援の具体

例を考察し、自分の意見を説明することが出

来る。 

第３回 

社会的養護における児童の権利擁護と保育士の倫理及

び責務③ 

 保育士等の倫理及び責務 

事前学習 

テキスト p.56「全国児童養護施設協議会倫理

綱領」をまとめたレポートを作成しておく。 

テキスト p.47、p.57の事例を熟読しておく。 

事後学習 

保育士としての資質と倫理について理解し、

バーンアウトを起こさないための職員間の

支援について考察し、自分の意見を説明する

ことが出来る。 

第４回 
施設養護の特性及び実際① 

児童養護の体系と児童福祉施設の概要 

事前学習 
児童養護施設の体系と概要についてまとめ

たレポートを作成しておく。 

事後学習 
児童養護にかかるサービスの種類、及び連

携、利用までの手続きを理解し、説明するこ



 

 

とが出来る。 

第５回 
施設養護の特性及び実際② 

 日常生活支援と諸施設の暮らし(1) 

事前学習 
テキスト p.67、p.72、p.75、p.81、p.84の事

例を熟読しておく。 

事後学習 

児童養護施設、乳児院、母子支援施設での支

援に対する事例について考察し、自分の意見

を説明することが出来る。 

第６回 
施設養護の特性及び実際③ 

 日常生活支援と諸施設の暮らし(2) 

事前学習 
テキスト p.87、p.94、p.97、p.100、p.107、

p.110の事例を熟読しておく。 

事後学習 

医療型障害児入所施設、児童自立支援施設、

情緒障害児短期治療施設での支援に対する

事例について考察し、自分の意見を説明する

ことが出来る。 

第７回 
施設養護の特性及び実際④ 

 日常生活支援と諸施設の暮らし(3) 

事前学習 
テキスト p.113、p.120、p.128の事例を熟読

しておく。 

事後学習 

福祉型障害児入所施設、里親制度に係る支援

に対する事例について考察し、自分の意見を

説明することが出来る。 

第８回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向① 

保育士の業務、虐待された子どもへの支援 

事前学習 

入所型社会的養護施設のうち、任意で選択し

た一つの施設についての業務内容をまとめ

たレポートを作成しておく。 

テキスト p.141の事例を熟読しておく。 

事後学習 

虐待を受けてきた子どもの支援に関する事

例について考察し、自分の意見を説明するこ

とが出来る。 

第９回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向③ 

 児童相談所の連携、虐待した家族への支援  

事前学習 
テキスト p.164、p.167 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

児童相談所との連携に係る支援、虐待した家

族への支援に関する事例について考察し、自

分の意見を説明することが出来る。 

第１０回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向④ 

 ソーシャルワークの技術活用、アドミッションケア 

事前学習 
テキスト p.167、p.175 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

入所から退所後に至る支援に関する事例に

ついて考察し、自分の意見を説明することが

出来る。 

第１１回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向⑤ 

 リービングケア、アフターケア 

事前学習 
テキスト p.188、p.197 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

入所から退所後に至る支援に関する事例に

ついて考察し、自分の意見を説明することが

出来る。 

第１２回 
今後の課題と展望 

 施設の小規模化と地域連携 

事前学習 テキスト p.208の事例を熟読しておく。 

事後学習 

グループホームにおける個別ケアに関する

事例について考察し、自分の意見を説明する

ことが出来る。 

第１３回 
まとめ 

社会的養護の施設で働くということ 

事前学習 

今までの授業で印象に残った事例を一つあ

げて、なぜ印象に残ったのかという理由をま

とめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

保育士として働いてみたい施設に関する知

識とそこでの支援に関する留意点をまとめ

て説明出来る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第３回の講義内容を踏まえて、「バーンアウトについての概略と自身がバーンアウトしないために実践

すべきこと」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第１回～第 1２回の講義内容を踏まえて、「子どもの権利を保障する子どもへの関わりで特に大事にし

たい権利とその理由」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を期末試験終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 



 

 

内容については、13回の授業で行った内容から記述形式で問題を作成する。 

資料の持ち込みに関しては、授業で使用したコマシラバスと配布資料に関しては可。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会福祉 （2単位） 

３．科目番号 SJMP2102 

２．授業担当教員 中嶋 一郎 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この科目は、保育士資格を取得するための必修科目であり、保育士実践に不可欠の知識・技能を学習する

ものである。 

具体的内容としては、社会福祉の現代的意義について、歴史、対象、制度、担い手の視点からとらえる。

また、社会福祉に関する理論と制度の体系を学び、相談活動の方法や技術、保育における具体的な展開方法

を学ぶことを目的とする。さらに、身近な事例を紹介しながら授業を進めつつ、社会福祉の現代的意義を平

易に解説し、利用者の生活課題を理解する。これらを通じて保育士として必要な社会福祉に係る知識・技術

を身につける。 

８．学習目標 

1.現代における社会福祉の意義と歴史的変遷から、福祉の思想と考え方を理解する。 

2.現代の社会福祉における制度や実施体系を理解する。 

3.社会福祉における相談援助や利用者の保護にかかる仕組みを理解する。 

4.利用者の生活ニーズが表出する社会的、個別的な背景を理解し、支援の際に活かせるようにする。 

5.利用者の生活ニーズに対する具体的支援方法を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

13回の授業内で、社会福祉への問題意識を高め、主体的な学習ができるように予習を兼ねたアサイメントと、

問題へ及び考察を表現するためのレポート課題を行う。 

第１回の授業開始までに「社会福祉」という言葉と「福祉」という言葉の意味を調べて、その違いをまとめ

たレポートを作成しておくことを強く望む。(字数は任意) 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】なし 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

5 つの学習目標を達成することができたか 

◯評定の方法 

１．課題レポート   30％ 

２．平常点（ディスカッションや授業への積極的参加度、提出物など）  40％ 

３．期末試験 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

携帯電話等の使用や私語等を慎むことは、守るべきマナーです。（減点の対象） 

授業等で不満があれば個人的に受け付けておりますので、いつでもご相談ください。 

自分の意見を持つことは、共に学ぶ学友との相互理解を深めるための道具です。自分の意見はワークシート

にまとめ、それを元に他人と議論を交わしてください。 

（以下、加点の対象） 

他の学生を尊重し、その意見をしっかりと受け止めてください。 

発表の際には、他の学生に伝わる大きさの声で行ってください。 

わからないことがあれば、授業内、外で積極的に質問をしてください。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

現代社会における社会福祉の意義①  

社会福祉の概念と理念 

事前学習 

「社会福祉」という言葉と「福祉」という言

葉の意味を調べて、その違いをまとめたレポ

ートを作成しておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を踏まえ、自身が理解した

社会福祉という言葉の意味を再確認する。 

第２回 
保育における社会福祉①  

日本の人口動向 生活と社会福祉 

事前学習 
社会福祉領域での子育てに関する問題をま

とめてくる。 

事後学習 
子育てに関する問題の原因を再確認した後、

自分自身で説明できるようにする。 

第３回 
保育における社会福祉②  

保育と社会福祉 社会福祉を学ぶ姿勢 

事前学習 
社会福祉領域での保育とはどのような目的

で行われるものなのかをまとめてくる。 

事後学習 
自分自身の目指す保育士像にどのような考

え方が必要なのかを説明できるようにする。 

第４回 
現代社会における社会福祉の意義②  

社会福祉の歴史的変遷 

事前学習 
「措置」と「契約」というサービス形態につ

いてまとめておく。 

事後学習 

現在のサービスの在り方と過去の在り方の

違いを理解した上で自分の目指す保育士像

にどのようなサービスの在り方が必要なの

かを説明できるようにする。 



 

 

第５回 
社会福祉と児童家庭福祉①  

社会福祉の分野としての児童家庭福祉 

事前学習 
「家族」と「家庭」の意味の違いをまとめて

おく。 

事後学習 

児童家庭福祉という言葉が内包する考え方

を理解する。また、その考え方を保育実践に

どのように活かしていくのかを説明出来る

ようにする。 

第６回 
社会福祉と児童家庭福祉②  

児童の人権・権利擁護と社会福祉 

事前学習 児童に関する様々な権利をまとめてくる。 

事後学習 
自分の目指す保育と引きつけてそれらの権

利の重要性を説明できるようにする。 

第７回 
社会福祉と児童家庭福祉③ 

家庭支援・子育て支援と社会福祉 

事前学習 
具体的な子育て支援に関するニュースをレ

ポートにまとめておく。 

事後学習 
家庭支援、子育て支援の具体的な内容を理解

し、それを説明できるようにする。 

第８回 
社会福祉の制度と実施体系①  

社会福祉の制度と法体系 社会福祉行財政と実施機関 

事前学習 
子ども家庭福祉に関する法制度を一つだけ

調べてレポートにまとめておく。 

事後学習 
児童福祉 6法の概略を理解し、その説明がで

きるようにする。 

第９回 

社会福祉の制度と実施体系② 

社会福祉施設 社会福祉の専門職 

 社会保障および関連制度 

事前学習 

児童福祉に関する福祉施設の支援目的、対

象、具体的支援内容を一つだけ調べてレポー

トにまとめておく。 

事後学習 

児童福祉に関する福祉施設の概略を理解し、

そこに従事する福祉に関する専門士につい

て説明ができるようにする。 

第１０回 
社会福祉における相談援助①  

相談援助の概要 相談援助の具体的展開 事例分析(1) 

事前学習 
バイスティックの 7原則についてレポートに

まとめておく。 

事後学習 

事例から学んだことを踏まえ、保育士として

必要な支援に関する要素を説明できるよう

にする。 

第１１回 
社会福祉における相談援助②  

相談援助の概要 相談援助の具体的展開 事例分析(2) 

事前学習 

保育士が連携する社会福祉従事者の有する

資格を一つだけ調べ、レポートにまとめてお

く。 

事後学習 

保育士が子どもの支援を行う際、どのような

社会資源、特に社会福祉に携わる資格を有し

ている人と連携をとるのかを理解し、説明で

きるようにする。 

第１２回 
社会福祉における利用者の保護に関わる仕組み  

情報提供と第三者評価 利用者の権利擁護と苦情解決 

事前学習 
利用者の権利擁護に関する制度をレポート

にまとめておく。 

事後学習 

保育においてなぜ利用者の権利擁護が必要

なのかを理解し、それを説明できるようにす

る。 

第１３回 
これまでのまとめ 

保育士として社会福祉で学んだことをどう活かすのか 

事前学習 
保育士として必要な授業を通じて学んだ社

会福祉に関する知識をまとめておく。 

事後学習 

理想の保育士像に必要な社会福祉の知識を

実践でどのように活かすのかということを

説明できるようにする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第 4 回の講義内容を踏まえて、「保育を実践するうえで必要だと思う社会福祉における理念」

についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 10～12回の講義内容を踏まえて、「保育士として支援に必要な知識」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を期末試験終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 



 

 

内容については、13回の授業で行った内容から記述形式で問題を作成する。 

資料の持ち込みに関しては、授業で使用したコマシラバスと配布資料に関しては可。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SNMP1104 

２．授業担当教員 荻野 基行 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生活支援場面における人間の理解を深めるために、広く人間をとらえ、福祉の目を養うことを目的とする。

人間の尊厳の保持と自立・自律した生活を支える必要性、介護における利用者の理解の必要性、利用者と援

助者との人間関係などの基礎的なあり方について展開する。 

８．学習目標 

下記を理解し、説明できるようになることが期待される。 

1．介護福祉における人間の尊厳と自立の意味 

2．人間の尊厳と介護の関係 

3．人権思想と介護の方向性 

4．生活支援における価値 

5．人間の尊厳と権利擁護 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．「人間の尊厳と人権・福祉理念」についてまとめなさい。 

2．「自立のあり方」についてまとめなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】介護福祉士養成講座編集員会『最新介護福祉士養成講座 1 人間の理解』中央法規出版、2019年。 

【教材】講義の補足として適宜参考資料・プリントを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．介護福祉における人間の尊厳と自立の意味について理解ができたか。 

2．人間の尊厳と介護の関係について理解ができたか。 

3．人権思想と介護の方向性について理解ができたか。 

4．生活支援における価値について理解ができたか。 

5．人間の尊厳と権利擁護について理解ができたか。 

○評定の方法 

1.講義への参加度 30% 

2.レポート（2回） 30% 

3.期末試験    40% 

出席について：最低出席回数の基準は、東京福祉大学学則第 36条に則り、最低出席回数を満たしていない学

生の評価は行いません。また講義開始後 15分以降の遅刻は欠席とみなします。遅刻 2回で 1回の欠席としま

す。講義内での居眠りや私語、他の講義準備等、指示があった場合を除いて携帯電話の操作等の行為を発見

した場合は、その講義を欠席扱いとします。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを目

的としています。目的達成のため、受講生は以下の条件を守って下さい。 

1. 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講しましょう。受講生には積極的な態度を望みます。 

2. 自ら進んで教員に質問しましょう。理解できないことをそのまま放っておかないようにしましょう。 

3. 授業は欠席、遅刻、早退をしないで下さい。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面

をもって報告して下さい。 

4. 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られ

ない場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意して下さい。 

5. 授業中、私語、居眠り、携帯電話などの操作は緊急時以外、絶対にしないで下さい。 

また教員は、以下のことを実行します。 

1. 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

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

3. 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作ります。遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携

帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

人間の尊厳と利用者主体 

事前学習 
テキストの「はじめに」及び目次を熟読し社

会福祉Ⅰで学ぶ内容を自分なりに把握する 

事後学習 
講義で学んだ「人間の尊厳と利用者主体」に

ついてまとめる 

第２回 人権思想の潮流とその具現化 

事前学習 
テキスト pp6-10 を熟読し「人権思想の潮流と

その具現化」を整理する 

事後学習 
講義で学んだ「人権思想の潮流とその具現化」

についてまとめる 

第３回 
人権や尊厳に関する日本の諸規定 

生活支援における価値 
事前学習 

テキスト pp10-16 を熟読し「人権や尊厳に関

する日本の諸規定・生活支援における価値」

について整理する 



 

 

 

事後学習 
講義で学んだ「人権や尊厳に関する日本の諸

規定・生活支援における価値」をまとめる 

第４回 
社会福祉領域での人権・福祉理念の変遷① 

・人は人をどう援助しようとしてきたか 

事前学習 
テキスト pp16-24 を熟読し「社会福祉領域で

の人権・福祉理念の変遷」を整理する 

事後学習 
講義で学んだ「社会福祉領域での人権・福祉

理念の変遷」についてまとめる 

第５回 

社会福祉領域での人権・福祉理念の変遷② 

・生存権保障とより人間らしく生きること 

・新たな貧困・人権問題 

・ノーマライゼーション・ソーシャルインクルージョ   

 ン 

事前学習 
テキスト pp24-31 を熟読し「社会福祉領域で

の人権・福祉理念の変遷」について整理する 

事後学習 

講義で学んだ「社会福祉領域での人権・福祉

理念の変遷」をまとめる 

第６回 

社会福祉領域での人権・福祉理念の変遷③ 

・QOL 

・生命倫理 

事前学習 
テキスト pp31-36 を熟読し「社会福祉領域で

の人権・福祉理念の変遷」について整理する 

事後学習 
講義で学んだ「社会福祉領域での人権・福祉

理念の変遷」についてまとめる 

第７回 

人権尊重と権利擁護① 

・利用者の人権と生活 

・利用者の権利侵害が起こる状況 

事前学習 
テキスト pp36-44 を熟読し「人権尊重と権利

擁護」について整理する 

事後学習 
講義で学んだ「人権尊重と権利擁護」につい

てまとめる 

第８回 

人権尊重と権利擁護② 

・権利侵害の背景 

・権利擁護の視点 

事前学習 
テキスト pp44-48 を熟読し「人権尊重と権利

擁護」について整理する 

事後学習 
講義で学んだ「人権尊重と権利擁護」につい

てまとめる 

第９回 自立の概念の多様性 

事前学習 
テキスト pp51-56 を熟読し「自立の概念の多

様性」について整理する 

事後学習 
講義で学んだ「自立の概念の多様性」につい

てまとめる 

第１０回 自立とは 
事前学習 

テキスト pp57-60 を熟読し「自立とは」につ

いて整理する 

事後学習 講義で学んだ「自立とは」についてまとめる 

第１１回 

介護を必要とする人の自立と自立支援① 

・介護を必要とする人の自立 

・自立のために必要なこと 

・自立支援がめざすもの 

・自立への意欲と動機づけ 

事前学習 
テキスト pp60-66 を熟読し「介護を必要とす

る人の自立と自立支援」について整理する 

事後学習 

講義で学んだ「介護を必要とする人の自立と

自立支援」をまとめる 

第１２回 

介護を必要とする人の自立と自立支援② 

・自立支援の考え方 

・自立と依存と選択 

・自立支援と ICF 

事前学習 
テキスト pp66-72 を熟読し「介護を必要とす

る人の自立と自立支援」について整理する 

事後学習 
講義で学んだ「介護を必要とする人の自立と

自立支援」をまとめる 

第１３回 

介護を必要とする人の尊厳の保持と自立、自立支援の

関係  

まとめ 

事前学習 

テキスト pp72-76 を熟読し「介護を必要とす

る人の尊厳の保持と自立、自立支援の関係」

について整理する 

事後学習 
期末試験にむけ、資料の整理や学習内容の確

認を行う。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：日常生活の中で感じる人権・権利についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度）提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応

答・意見交換を第 7 回授業にて行う。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時うけ

つけ適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：あなたが考える自立についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度）提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応

答・意見交換を第 9 回授業にて行う。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時うけ

つけ適宜指導する。 

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

期末試験 ※詳細については講義内で示す。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉運営管理論 （2単位） 

３．科目番号 

SBMP4102 

SCMP4302 

SNMP4302 

SSMP4102 

PSMP4402 

２．授業担当教員 上野 義光 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

・福祉サービスに係る組織や団体（社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人、市民団体、 

自治会など）について理解する。 
・福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論について理解する。 
・福祉サービスの経営と管理運営について理解する。 

８．学習目標 

・福祉サービスにおける組織と経営の概要について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスに係る組織や団体の役割や税制等について理解し、説明することができる。 

・福祉サービスの組織、経営、集団の力学、リーダーシップ等に関する基礎理論について理解し、説明する
ことができる。 
・福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理、人事・労務管理、会計・財務管理、情報管理）について

理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「福祉サービスにおける組織と経営について」 

2,000字程度にまとめ、7月中旬までに提出。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 
『新・社会福祉士養成講座 第 11巻 福祉サービスの組織と経営』、中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．自分なりの将来設計をもって、積極的な態度で授業に出席する。 

２．授業のための予習を必ずしてくること。 

３．携帯電話は電源を切り、机上に置かないこと。 

13．オフィスアワー 休憩時間に相談に応じる（4号館 2階非常勤講師室）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（シラバスの説明・講義

の進め方）、経営学とは、マネジメントとはに

ついて 

事前学習 
社会福祉運営管理論の学習用ノートを準備し講義に臨む

こと。 

事後学習 
経営学とは、マネジメントとはについて、その内容をま

とめる。 

第２回 

福祉サービスにおける組織と経営（福祉サー

ビスにおける組織と経営、福祉サービスと制

度）について 

事前学習 教科書第 1章（pp.2~17）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
福祉サービスとは何か及びこれからの福祉経営に求めら

れるものは何かについてまとめる。 

第３回 
福祉サービスにかかわる組織や団体（法人と

は、社会福祉法人）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.20~4７）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
法人とは何か及びこれからの社会福祉法人のあり方につ

いて、その内容をまとめる。 

第４回 
福祉サービスに係る組織や団体（特定非営利

活動法人、その他の組織や団体）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.48~75）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
特定非営利活動法人の現状と課題について、その内容を

まとめる。 

第５回 
福祉サービスの組織と経営の基礎理論（戦略、

事業計画）について 

事前学習 教科書第 3章（pp78~92）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
経営戦略とは何か並びに事業計画のプロセスとその必要

性について、その内容をまとめる。 

第６回 
福祉サービスの組織と経営の基礎理論（組織、

管理運営の基礎理論）について 

事前学習 教科書第 3章（pp.93~106）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 組織形態について及び管理の手法について整理する。 

第７回 

福祉サービスの組織と経営の基礎理論（集団

の力学に関する基礎理論、リーダーシップに

関する基礎理論）について 

事前学習 教科書第 3章（pp.107~119）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
公式組織と非公式組織及びリーダーシップに関する基礎

理論について整理する。 

第８回 
福祉サービスの管理運営の方法（サービスマ

ネジメント、サービスの質の評価）について 

事前学習 教科書第 4章（pp.122~152）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
サービスマネジメントの対象領域及び福祉サービスの質

の評価について、その内容をまとめる。 



 

 

第９回 

福祉サービスの管理運営の方法（苦情対応と

リスクマネジメント、サービスの提供のあり

方の方向性）について 

事前学習 教科書第 4章（pp.153~174）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
リスクマネジメントの考え方及び福祉サービスのあり方

について整理する。 

第１０回 
福祉サービスの管理運営の方法（人事・労務

管理）について 

事前学習 教科書第 5章（pp.176~203）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
今後の福祉サービスの人事・労務管理についてどのよう

に進めるべきかについて検討する。 

第１１回 
福祉サービスの管理運営の方法（人材育成）

について 

事前学習 教科書第 5章（pp.204~222）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉サービスにおける人材育成の必要性に検討する。 

第１２回 
福祉サービスの管理運営の方法（財務管理・

会計管理）について 

事前学習 教科書第 6章（pp.224~256）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 社会福祉法人の財務管理の考え方について検討する。 

第１３回 
福祉サービスの管理運営の方法（情報管理・

戦略的広報）について 

事前学習 教科書第 7章（pp.258~276）を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
福祉サービス事業経営における情報管理のあり方につい

て検討する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 5 回[福祉サービスの組織と経営の基礎理論]の講義内容を踏まえて、「福祉サービスの経

営戦略」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 9 回「福祉サービスの管理運営の方法（苦情対応とリスクマネジメント）」の講義内容を

踏まえて、「苦情対応とリスクマネジメント」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会福祉士養成演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECD3221 

GECD3421 
２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として地域や施設で福祉の向上のために活

躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、過去問題を使用し

た演習を徹底して行います。その中で、試験に合格するための知識を定着させ、合格へと導いていきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 

（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 

（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎

的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの

ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・正規の授業に加えて、別途開講される対策講座への出席。 

・定期試験（共通科目・専門科目）では、本番の試験の合格基準に従って、 

① 全体の60％以上の得点がある。 

② 全ての科目で得点がある（0点科目がない）。ことを課題とします。 

（不合格の場合は再試験を行い、合格するまで繰り返すことを義務付けます。） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『社会福祉士国家試験過去問解説集 2021』中央法規。 

【参考文献】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解したか。 

２．国家試験の過去問題を確実に正解する力がついたか。 

○評定の方法 

･毎回の授業で実施する確認小テスト 50％ 

･学期末試験（共通科目・専門科目） 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・上記教科書が販売される 5 月のゴールデンウイーク明けから、授業は開始される。 

・授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（試験の概要・傾向等） 
（合格基準の確認、授業の進め方とその学習方法につい

て理解する）【福祉行財政と福祉計画①】 

事前学習 シラバスを事前によく読んでくる 

事後学習 学習方法の確認 

第２回 【社会保障】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第３回 【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第４回 【低所得者に対する支援と生活保護制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第５回 【保健医療サービス】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第６回 【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第７回 【人体の構造と機能及び疾病】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第８回 【心理学理論と心理的支援】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第９回 【社会理論と社会システム】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１０回 【現代社会と福祉①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１１回 【現代社会と福祉②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 



 

 

第１２回 【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１３回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

課題研究

1 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を

赤ペンで修正する。 

実施時期：第 7 回授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

課題研究
2 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を
赤ペンで修正する。 

実施時期：第 10 回授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

期末試験（共通科目） 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 GECD4221 

２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として施設や地域で福祉の向上のために活
躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、社会福祉士養成演
習Ⅰで身に着けた基本的知識の定着を図るとともに、実際の試験に対応できる応用力を身につけていきます。

過去の試験において出題が多くみられる項目を中心について問題演習を行い、最新の福祉の動向も踏まえな
がら、社会福祉士国家試験合格に必要な力を養成していきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 
（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 
（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎
的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの
ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
『2020社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。（3年生の養成演習Ⅰで購入したテキストです。3年次に

養成演習Ⅰを受講していなかった学生は、事前に購入しておくこと） 
『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』、中央法規。（秋期の開始時に購入します） 
【参考文献】 

『2021 社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。 
『社会福祉士国家試験模擬問題集 2021』中央法規。 
『社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 共通科目編 2021』中央法規。 

『社会福祉士受験ワークブック 専門科目編 2021』中央法規。  
『社会福祉士の合格教科書 2021』医学評論社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかにかかってい

ます。本講義を受講する学生は、1問 1問真剣に取り組んでください。授業の内容や進行順は変更することが

あります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス(試験の概要・傾向等) 

【社会理論と社会システム】【現代社会と福祉①】 

事前学習 3 年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 【現代社会と福祉②】【福祉行財政と福祉計画】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 【社会保障】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度】【人体の構造

と機能及び疾病】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 
【心理学理論と心理的支援】【障害者に対する支援と障

害者自立支援制度】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 【保健医療サービス】【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【社会調査の基礎】【相談援助の基盤と専門職】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 



 

 

第９回 【相談援助の理論と方法】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 【福祉サービスの組織と経営】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【高齢者に対する支援と介護保険制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【就労支援サービス】【更生保護制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

課題研究
１ 

共通科目の確認テストを自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出時期：夏期休講後最初の授業開始時に提出する。 

事後学習：満点が取れるように再度確認する。 

課題研究 

２ 

「基盤と専門職」「理論と方法」における事例問題文の内、重要な箇所やポイントとなる一文、等をまとめる。 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を再度復習する。 

期末試験（実力確認テスト）（専門科目） 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 GECD4221 

２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として施設や地域で福祉の向上のために活
躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、社会福祉士養成演
習Ⅰで身に着けた基本的知識の定着を図るとともに、実際の試験に対応できる応用力を身につけていきます。

過去の試験において出題が多くみられる項目を中心について問題演習を行い、最新の福祉の動向も踏まえな
がら、社会福祉士国家試験合格に必要な力を養成していきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 
（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 
（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎
的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの
ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・対策講座、夏期講習への出席 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
『2020社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。（3年生の養成演習Ⅰで購入したテキストです。3年次に

養成演習Ⅰを受講していなかった学生は、事前に購入しておくこと） 
『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』、中央法規。（秋期の開始時に購入します） 
【参考文献】 

『2021 社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。 
『社会福祉士国家試験模擬問題集 2021』中央法規。 
『社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 共通科目編 2021』中央法規。 

『社会福祉士受験ワークブック 専門科目編 2021』中央法規。  
『社会福祉士の合格教科書 2021』医学評論社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかかかっていま

す。本講義を受講する学生は、試験に絶対に受かるという決意をもって、１問１問真剣に取り組んでくださ

い。授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス（春期）(試験の概要・傾向等) 

【社会理論と社会システム①】【現代社会と福祉①】 

事前学習 ３年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【地域福祉の理論と方法①】【福祉行財政と福祉計画

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 
【社会保障①】【低所得者に対する支援と生活保護制度

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 
【人体の構造と機能及び疾病①】【心理学理論と心理的

支援①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度①】【保健

医療サービス①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 【権利擁護と成年後見制度①】【社会調査の基礎①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【相談援助の基盤と専門職①】【相談援助の理論と方法

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 
【福祉サービスの組織と経営①】【児童や家庭に対する

支援と児童・家庭福祉制度①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 



 

 

第９回 
【高齢者に対する支援と介護保険制度①】【就労支援サ

ービス①】【更生保護制度①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 【社会理論と社会システム②】【現代社会と福祉③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【現代社会と福祉④】【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【福祉行財政と福祉計画②】【社会保障②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度②】【人体の構

造と機能及び疾病②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１４回 
【心理学理論と心理的支援②】【障害者に対する支援と

障害者自立支援制度②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１５回 【保健医療サービス②】【権利擁護と成年後見制度②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１６回 【共通科目復習模試】【社会調査の基礎②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１７回 
相談援助の基盤と専門職②】【相談援助の理論と方法

③】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１８回 【相談援助の理論と方法④】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１９回 【高齢者に対する支援と介護保険制度③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２０回 
【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度③】

【福祉サービスの組織と経営②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２１回 
【就労支援サービス②】【更生保護制度②】【専門科目

復習模試】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２２回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２３回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２４回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２５回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２６回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２７回 総復習 
事前学習 ここまで授業で取り上げた問題を総復習する 

事後学習 ポイントの総復習を行う 

第２８回 総復習 

事前学習 今まで苦手とした問題をしっかりと見直す 

事後学習 体調を万全な状態にするため睡眠時間を確保 

事後学習 最後まで、合格を信じて本試に臨むこと 

期末試験(実力確認テスト)（共通・専門)：第１５回授業終了後の春期期末試験週間に実施 

課題研究 1 

「基盤と専門職」「理論と方法」における事例問題文の内、重要な箇所やポイントとなる一文、等をまとめる。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：夏期休講後最初の授業開始時に提出 

事後学習：添削後、指摘された部分を復習する。 

課題研究 2 

第 31 回の問題をもう一度自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 9 回授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末試験に向けて、再度復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会福祉入門 （2単位） 

３．科目番号 
GEBS1101 

GELA1301 
２．授業担当教員 北爪 克洋 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループワーク ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

進展する少子高齢化、グローバル化や生活様式の多様化などの社会構造の変化に伴い、わが国の社会福祉

の必要性はより一層高くなってきている。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また
様々な社会福祉領域で必要となる知識やその実際について基本的な学びを深める。さらに社会福祉に関する
基本的な学習を基盤として、今後の専門的な学習に対する問題意識を明確化するとともに、今後急速に変化

していく現代社会にあって、これからの社会福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．「社会福祉とは何か」について理解し、考察することができる。 

２．社会福祉に関連する領域（社会保障等）について理解し、考察することができる。 

３．基本的な学習をもとに、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1：“「社会福祉」とは？”をテーマとしたレジュメの作成（第3回講義終了後に提出） 

課題2：実践者の話を聞き、その講義内容をまとめる（第12回の講義にて指定用紙を配布） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】東京福祉大学編『レポート・試験はこう書く 新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房 

【参考書】必要な参考書等は講義の中で指示する。また、必要に応じて、プリント等補助教材を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．「社会福祉とは何か」について理解し、考察することができる。 

２．社会福祉に関連する領域（社会保障等）について理解し、考察することができる。 

３．基本的な学習をもとに、今後の課題やあり方について考察することができる。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む) 40％ 

２．課題レポート 40％ 

３．期末試験（まとめレポート）20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを目

的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

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

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

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

合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 初回の講義において提示する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義オリエンテーション：これからの講義の内容と進行

についての確認 

事前学習 
「社会福祉」について学ぶぼうと考えた動機

について言語化できるようにする。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第２回 
「社会福祉」とは？：「社会福祉」についてテキストを用

いてレジュメを作成する 

事前学習 
テキスト p6 を熟読し、不明な点を明らかに

しておく。 

事後学習 
グループで作成したレジュメ内容を推敲す

る。 

第３回 

「社会福祉」とは？：レジュメの説明（発表） 

「ノーマライゼーション」について：テキストの確認と

プリントの説明 

事前学習 
発表用レジュメの確認とテキスト p55を熟読

し、不明な点を明らかにしておく。 

事後学習 講義で学んだ事項をノートにまとめる。 



 

 

第４回 社会保障の概要①：社会保障の意義について 
事前学習 

「社会保障」について自身が理解している事

柄をまとめる。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第５回 社会保障の概要②：社会保障に関するレジュメの作成 

事前学習 
テキスト p85～87を熟読し、不明な点を明ら

かにしておく。 

事後学習 
グループで社会保障に関するレジュメを完

成させる。 

第６回 社会保障の概要③：レジュメの発表と解説 
事前学習 作成したレジュメの内容を確認する。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第７回 
「社会福祉サービス」について：社会福祉施設・機関の

理解 

事前学習 
「サービス」とはどのようなことを指すのか

自分なりの考えをまとめておく。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第８回 

社会福祉の専門職（社会福祉士）について：社会福祉に

関わる専門職について知るとともに社会福祉士の専門

性について理解を深める 

事前学習 
テキスト p13～15を熟読し、社会福祉士の社

会的役割について自身の意見をまとめる。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第９回 
社会福祉の専門技術について：社会福祉士が行う相談援

助についてその概要を理解する 

事前学習 
テキスト p138～140を熟読し、支援の方法に

ついてその体系を調べておく。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第１０回 
社会福祉の価値と原則について：社会福祉士の倫理につ

いてその重要性を理解する 

事前学習 
社会福祉士の倫理綱領に目を通し、重要であ

ると考える点をまとめる。 

事後学習 講義で学んだ事項をノートにまとめる。 

第１１回 
実践者の話①：卒業生等から実践活動に関する話を聞

き、社会福祉実践に関する理解を深める 

事前学習 
事前に示された講話者の専門領域について、

その概要を調べておく。 

事後学習 講話内容についてまとめる。 

第１２回 
実践者の話②：卒業生等から実践活動に関する話を聞

き、社会福祉実践に関する理解を深める 

事前学習 
事前に示された講話者の専門領域について、

その概要を調べておく。 

事後学習 講話内容についてまとめる。 

第１３回 まとめ 

事前学習 
これまでの講義で使用した教材等をまとめ

て、その内容を振り返る 

事後学習 
社会福祉入門において理解が促進した事項

についてまとめ、言語化できるようにする。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえて、「社会福祉の目的と内容」についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 6回の講義後に実施する。 

提出期限：第 7回の講義開始前までに提出すること。 

事後学習：レポート作成と添削返却を受けて自身の理解が不足している点を明らかにし、担当教員への質問や受講者相

互の意見交換を行い、現段階で不明な点の補足を行う。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：第 11回、第 12回の講義（「実践者の話」）を通じて理解できたこと、また今後の専門的学習に向けて

の自己目標と目標を達成するために努力すべき事項についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 11回、第 12回の講義終了後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義開始前までに提出すること。 

事後学習：講義を聞いて理解したことをレポートにまとめる。 

期末試験 

社会福祉入門の講義を受講し理解が促進した事項についてレポートにまとめなさい。 

A4用紙 2枚（2,880字） 

提出期限については講義内で提示する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会保障論 （4単位） 

３．科目番号 

SSMP2105 

SPMP2105 

PSMP2405 ２．授業担当教員 佐々木 貴雄 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、社会保障を構成している年金、医療、介護、雇用、労災保険を中心に、各制度の沿革にまで

さかのぼり、理論的に解説する。そのことにより社会福祉の現場で働く場合に必要となる社会保障に関する

専門的かつ正確な知識を体得する。 

社会保障の理念や範囲、期待する社会保障の機能などは国によって異なっており、その相違が主に市場経

済の構造や社会的慣行にあるとすれば、今後、わが国が豊かな社会保障を構築するためにどのような条件整

備を進めていくべきかを探っていく必要がある。 

シラバスに即して進行するので、学生は事前事後の家庭学習と組み合わせて、毎週確実に単元の内容を習

得していくことになる。主体的自発的学習促進の観点から、授業時にはグループ討議や発表を組み入れる。 

８．学習目標 

1社会保障制度の体系、機能について理解し、説明できるようになる。 

2社会保障給付に関する費用の使途と財源について理解し、説明できるようになる。 

3少子高齢化の状況と労働力問題について理解し、説明できるようになる。 

4社会保障制度の沿革と今後の方向性について理解し、説明できるようになる。 

5５種類の社会保険（年金・医療・介護・雇用・労災）について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 各回の教科書の内容について、授業までに予習していることを前提に授業を進める。 

2. 授業中に、指定したテーマについてのグループ発表を行ってもらうので、その準備が必要である。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

喜多村悦史『身につく 役立つ 社会保障』中央法規、2020 年 

【参考書】 

『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』『教職科目要説（初等教育編・中等教育編）』． 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1 および 2 を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 授業内容は一般的にレベルが高いので、常に緊張感と集中力をもって受講すること。 

２ 思考力、創造力、問題解決能力を高めるためにも、積極的な態度で授業に臨むこと。 

３ 私語は厳禁である。携帯電話の操作もしないこと。 

４ 授業が始まってからは、勝手に退室しないこと。退室には必ず許可をとること。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

第２回 

社会保障の体系、機能、方法 

公的扶助と社会手当 

事前学習 
テキストの該当部分（第 1章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会保障にはどのような制度が含まれるかに
ついて、説明できるようにしておくこと。 

第３回 

第４回 

社会保障の財政 

国民負担率・政府財政 

事前学習 
テキストの該当部分（第 2章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会保障給付費の内容について、説明できる

ようにしておくこと。 

第５回 

第６回 

人口問題 

労働環境の変化 

事前学習 
テキストの該当部分（第 3章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
社会の変化が社会保障制度に与える影響につ
いて、説明できるようにしておくこと。 

第７回 

第８回 

世界の社会保障の歴史 

日本の社会保障の歴史 

事前学習 
テキストの該当部分（第 4章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
日本の社会保障制度の形成過程について、背
景も含めて説明できるようにしておくこと。 

第９回 

第 10回 

国民年金の加入と保険料 

国民年金（基礎年金）の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 6章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
基礎年金の給付内容について、説明できるよ

うにしておくこと。 

第 11回 

第 12回 

厚生年金の適用と保険料 

厚生年金の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 7章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
厚生年金の給付内容について、説明できるよ
うにしておくこと。 



 

 

 

第 13回 

第 14回 

医療保険の概要 

医療保険の沿革 

事前学習 
テキストの該当部分（第 8章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
加入する医療保険制度の違いについて、説明
できるようにしておくこと。 

第 15回 

第 16回 

健康保険の適用と保険料 

健康保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 9章）を読んでおくこ

と。 

事後学習 
健康保険の給付内容について、説明できるよ

うにしておくこと。 

第 17回 

第 18回 

国民健康保険 

高齢者の医療制度 

事前学習 
テキストの該当部分（第 10章）を読んでおく

こと。 

事後学習 
後期高齢者医療制度が実施された背景につい
て、説明できるようにしておくこと。 

第 19回 

第 20回 

介護保険制度の概要 

介護保険の制度改正 

事前学習 
テキストの該当部分（第 11章）を読んでおく

こと。 

事後学習 
「地域包括ケアシステム」について、説明でき
るようにしておくこと。 

第 21回 

第 22回 

雇用保険の適用と保険料 

雇用保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 12章）を読んでおく

こと。 

事後学習 
基本手当について、説明できるようにしてお

くこと。 

第 23回 

第 24回 

労災保険の適用と保険料 

労災保険の給付 

事前学習 
テキストの該当部分（第 13章）を読んでおく

こと。 

事後学習 
労災保険の保険料の特徴について、説明でき
るようにしておくこと。 

第 25回 

第 26回 

諸外国の社会保障①年金 

諸外国の社会保障②医療・介護 

事前学習 
テキストの該当部分（第 14章）を読んでおく

こと。 

事後学習 
他国と比較した日本の社会保障制度の特徴に
ついて、説明できるようにしておくこと。 

課題研究

１ 

国民年金と厚生年金保険の被保険者（加入者）の違いについて、説明しなさい。 

実施時期：第 8回授業にて出題する。字数は 1000～1200字（参考文献含む）。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第 9回授業時に提出  

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

課題研究

２ 

マクロ経済スライドとは何かを説明した上で、2020（令和２）年度の年金額改定でマクロ経済スライドがどのように適

用されたかを述べなさい。 

実施時期：第 8回授業にて出題する。字数は 1000～1200字（参考文献含む）。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第 9回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

課題研究

３ 

民間保険と社会保険の違いについて 2点以上、具体的な保険の例を挙げながら説明しなさい。 

実施時期：第 26回授業にて出題する。字数は 1000～1200字（参考文献含む）。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第 27回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

課題研究

４ 

2つの種類の確定拠出年金の違いについて説明した上で、なぜ近年個人型確定拠出年金の対象者が拡大されたのか、そ

の背景について考察しなさい。 

実施時期：第 26回授業にて出題する。字数は 1000～1200字（参考文献含む）。Ａ4サイズ 1ページにまとめること。 

提出期限：第 27回授業時に提出 

事後学習：提出後に解説と質疑応答を行う。 

期末試験 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会保障論 （4単位） 

３．科目番号 

SSMP2105 

SCMP2105 

SBMP2105 ２．授業担当教員 喜多村 悦史 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、社会保障を構成している年金、医療、介護、雇用、労災保険を中心に、各制度の沿革にまでさ

かのぼり、理論的に解説する。そのことにより社会福祉の現場で働く場合に必要となる社会保障に関する専

門的かつ正確な知識を体得する。 

社会保障の理念や範囲、期待する社会保障の機能などは国によって異なっており、その相違が主に市場経

済の構造や社会的慣行にあるとすれば、今後、わが国が豊かな社会保障を構築するためにどのような条件整

備を進めていくべきかを探っていく必要がある。 

シラバスに即して進行するので、学生は事前事後の家庭学習と組み合わせて、毎週確実に単元の内容を習

得していくことになる。主体的自発的学習促進の観点から、授業時にはグループ討議や発表を組み入れる。 

８．学習目標 

1社会保障制度の体系、機能について理解し、説明できるようになる。 

2社会保障給付に関する費用の使途と財源について理解し、説明できるようになる。 

3少子高齢化の状況と労働力問題について理解し、説明できるようになる。 

4社会保障制度の沿革と今後の方向性について理解し、説明できるようになる。 

5５種類の社会保険（年金・医療・介護・雇用・労災）について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１ 本科目は二コマ連続授業であり、授業内容が盛りだくさんになる。入念な予習と適格な復習が必要であ

る。 

２ 学期を通じて使用する「学習カード」を配布するので、必要事項を記載の上で毎週の授業終了時に提出

しなければならない。次週の授業開始時に返却するが、この時点で出席確認を行う。 

３ 学期内に３回、学習内容に即した「ミニレポート」（800字程度）の作成を求める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

喜多村悦史（科目責任者）作成のオリジナル教科書。今回から出版社の協力を得られる見込みであり、現在

（11 月 11 日）は現行の最終確認と署名等の最終確認をしている状況。通信課程を含め、2020 年度から使用。 

【参考書】 

『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』『教職科目要説（初等教育編・中等教育編）』． 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1 および 2 を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 教科書は必携である。毎回の授業のほか、期末試験においても使用する。 

２ 国家試験問題等を題材とするグループ討議と発表の機会を設ける。有効活用すること。 

３ 授業中のほか、授業終了後にも質問（国家試験の出題傾向等を含む）を受けつける。 

４ 授業中、生理的必要に基づく入退室は許容するので、許可を得ること。 

13．オフィスアワー 木曜日 9時－12時 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1週 

（第 1・2回） 

社会保障の体系、機能、方法 

公的扶助と社会手当 

事前学習 
教科書第 1 週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
社会保障にはどのような制度が含まれるかにつ
いて、説明できるようにしておくこと。 

第 2週 

（第 3・4回） 

社会保障の財政 

国民負担率・政府財政 

事前学習 
教科書第 2 週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
社会保障給付費の内容について説明できるよう
にしておくこと。 

第 3週 

（第 5・6回） 

人口問題 

労働環境の変化 

事前学習 
教科書第 3 週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
社会の変化が社会保障制度に与える影響につい

て、説明できるようにしておくこと。 

第 4週 

（第 7・8回） 

世界の社会保障の歴史 

日本の社会保障の歴史 

事前学習 
教科書第 4 週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
日本の社会保障の形成過程について、背景を含
めて説明できるようにしておくこと。 

第 5週 

（第 9・10回） 

年金保険の概要 

年金保険の沿革 

事前学習 
教科書第 5 週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
2 階建ての公的年金制度について、説明できる
ようにしておくこと。 

第 6週 

（第 11・12回） 

国民年金の加入と保険料 

国民年金（基礎年金）の給付 

事前学習 
教科書第 6 週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
基礎年金の給付内容について、説明できるよう

にしておくこと。 



 

 

 

第 7週 

（第 13・14回） 

厚生年金の適用と保険料 

厚生年金の給付 

事前学習 
教科書第 7 週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
厚生年金の給付内容について、説明できるよう

にしておくこと。 

第 8週 

（第 15・16回） 

医療保険の概要 

医療保険の沿革 

事前学習 
教科書第 8 週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
加入する医療保険制度の違いについて、説明で
きるようにしておくこと。 

第 9週 

（第 17・18回） 

健康保険の適用と保険料 

健康保険の給付 

事前学習 
教科書第 9 週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
健康保険御給付内容について、説明できるよう
にしておくこと。 

第 10週 

（第 19・20回） 

国民健康保険 

高齢者医療制度 

事前学習 
教科書第 10週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
後期高齢者医療制度が実施された背景につい

て、説明できるようにしておくこと。 

第 11週 

（第 21・22回） 

介護保険制度の概要 

介護保険の制度改正 

事前学習 
教科書第 11週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
「地域包括ケアシステム」について、説明でき
るようにしておくこと。 

第 12週 

（第 23・24回） 

雇用保険の適用と保険料 

雇用保険の給付 

事前学習 
教科書第 12週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
基本手当について、説明できるようにしておく
こと。 

第 13週 

（第 25・26回） 

労災保険の適用と保険料 

労災保険の給付 

事前学習 
教科書第 13週部分を精読し、疑問点を洗い出す

とともに、正否問題を点検しておくこと。 

事後学習 
労災保険の保険料の特徴について、説明できる

ようにしておくこと。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 2週～第 4週の講義内容を踏まえて、「拡大発展してきた社会保障制度を持続させるためには

何が必要か」についてレポートをまとめなさい。レポート様式 A4 用紙 2 頁（1 枚の両面を使用し本文で 2,500 字

程度）。ワープロ使用可 

実施時期；第 5週の授業後に実施する。 

提出期限：第 6週の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8週授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 5週～第 7週の講義内容を踏まえて、「世代間扶養の年金制度と人口動態の関係」についてレ

ポートをまとめなさい。レポート様式 A4用紙 2頁（1枚の両面を使用し本文で 2,500字程度）。ワープロ使用可 

実施時期；第 8週の授業後に実施する。 

提出期限：第 9週の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11週授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

３ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「社会保障先進国の制度を体系的に比較し、概要を理解する」 

実施時期：第 8週の授業日以降の補講日等において実施する。日時は授業開始後に決定する。 

事前学習：教科書 p189から 201を「キーワード」「テーマ」に注意しながら熟読する。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

課題研究 

４ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「保険の本質とはなにか。併せて昨今の企業年金の動きとその背景を理解する」 

実施時期：第 8週の授業日以降の補講日等において実施する。日時は授業開始後に決定する。 

事前学習：教科書 p203から 210を「キーワード」「テーマ」に注意しながら熟読する。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 就労支援 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP3302 

SSMP3102 

SCMP3302 

SNMP4302 

PSMP3402 

２．授業担当教員 梶原 洋生 

４．授業形態 講義・ディスカッション等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士が行う相談援助業務の一部として位置づけられる就労支援は、福祉サービスの利用者として位
置づけられてきた人々が広い意味での「就労」を通して自立や社会参加を実現していくための支援として重
要性を増している。 

この授業では、テキストを使用して就労支援に係る関係法規や制度、就労支援に関わる組織・団体や専門
職についての知識を習得する。 

就労支援に関する基本的な内容を理解したうえで、就労支援が実際にどのように行われているのかを具体

的な事例をもとに学習し、応用力を養っていく。 

８．学習目標 

1. 就労支援が求められる背景について理解し、説明することができる。 

2. 労働施策の概要について理解し、説明することができる。 

3. 就労支援制度について理解し、説明することができる。 

4. 就労支援に係る組織・団体及び専門職について理解し、説明することができる。 

5. 就労支援における支援のプロセスについて理解し、説明することができる。 

6. 就労支援を行ううえで社会福祉専門職に求められる価値観、視点、態度について理解し、自分の言葉でま 

とめることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート）障害者への就労支援の事例を選びつつ、専門機関が行う就労支援サービスの実際について2500字

程度で述べなさい。 

ポイント：制度・サービスを知るだけでなく、クライエントのニーズに対して社会資源を使った支援方法を

理解し説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『新・社会福祉士養成講座第 18 巻 就労支援サービス（第 4 版）』中央法規、2016 年。 

この他、必要に応じて参考資料等を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1 および 2 を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

 クライエントを支援する専門家の活動として、この科目の理解は必須になる。クライエントの就労ニーズ

を把握し、エンパワーしながら社会資源を利用することが求められると言える。もちろん、社会の経済情勢

や動向に合わせて就労環境は常に変化し、就労のありかたも変化すると考える必要がある。現実の就労環境

を関連づけながら理解できるように、努力してほしい。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業全体の流れについて 

働く意味と社会福祉 

事前学習 「働くこと」からイメージすることを考える 

事後学習 就労の意味についてまとめる 

第２回 

障害者の就労支援（1） 障害者の就労とその現状 

障害者自立支援法や障害者雇用促進法による支援の

現状 

事前学習 障害者雇用促進法についてまとめておく 

事後学習 障害者の就労状況についてまとめる 

第３回 

障害者の就労支援（2） 就労支援機関と制度 

（障害者雇用施策） 

障害者就労支援におけるサービス体系 

事前学習 障害者自立支援法におけるサービスを調べる 

事後学習 障害者就労支援の概要についてまとめる 

第４回 
障害者の就労支援（3） 就労支援機関と制度 

障害者自立支援法における障害者の就労支援制度 

事前学習 就労移行支援、就労継続支援について調べる 

事後学習 就労移行支援、就労継続支援についてまとめる 

第５回 

障害者の就労支援（4）（５） 

障害者雇用政策における就労支援 

専門職の役割民間の取り組み、差別禁止法と雇用率制

度、事例の理解とまとめ 

事前学習 
機関・施設に配置されている専門職について調べ

る。差別禁止法について調べる。 

事後学習 
専門職の役割についてまとめる。差別禁止法と雇

用率制度の長所と短所についてまとめる。 

第６回 

労働を取り巻く状況 

労働市場の変化 

今日の情勢 

事前学習 大学新卒の就職率を調べる 

事後学習 ワーク・ライフ・バランスについてまとめる 

第７回 
労働政策の概要 

労働に関する法規の動向、労働に関する公的保険 

事前学習 労働法規に関する法律を調べる 

事後学習 労働法規の内容をまとめる 

第８回 

労働市場の変化、ワーク・ライフ・バランス、労働法

規・労働に関する公的保険についてまとめ、説明する 

事例を基に労働紛争の実際を考える 

事前学習 労働法規についてまとめ、説明できるようにする 

事後学習 労働者を守るための制度についてまとめる 



 

 

第９回 
生活保護制度における就労支援（1） 

低所得者への就労支援の現状・就労支援機関と制度 

事前学習 生活保護受給者、母子家庭の現状について調べる 

事後学習 低所得者の就労支援制度についてまとめる 

第１０回 
生活保護制度における就労支援（2） 

専門職・団体の役割とその連携、今後の展望 

事前学習 福祉事務所・ハローワークの役割について調べる 

事後学習 低所得者の就労支援の課題についてまとめる 

第１１回 

低所得者に対する就労支援の制度についてまとめ、説

明する 

低所得者に対する就労支援を事例を使い考察する 

事前学習 
低所得者に対する就労支援制度についてまとめ、

説明できるようにする 

事後学習 考察についてまとめる 

第１２回 
就労支援におけるケアマネジメント、ネットワークの

有用性と社会資源としての活用 

事前学習 ケアマネジメントの理論についてまとめる 

事後学習 就労支援におけるケアマネジメントをまとめる 

第１３回 連携・ネットワーキングの実際、ジョブコーチ 
事前学習 ジョブコーチについて調べる 

事後学習 ジョブコーチモデルについてまとめる 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：障害者の就労支援－特に民間の取り組みや「差別禁止法」と雇用率制度について－ 

実施時期：授業内で周知する。 

事前学習：差別禁止法について調べる 

事後学習：差別禁止法と雇用率制度の長所と短所についてまとめる 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：障害者の就労支援の実際を理解する。障害者の就労支援についてまとめていく。 

実施時期：授業内で周知する。 

事前学習：障害者の就労支援全般について、説明できるようにする。 

事後学習：事例からの学びをあわせてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 授業研究（総合学習を含む） （2単位） 

３．科目番号 
SJMP3397 

SJMP3297 
２．授業担当教員 土屋 修 

４．授業形態 講義・グループ協議・発表・レポート作成など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この講義は、「小学校で実践されている授業についての研究」と「総合的な学習の時間」の内容について学
習を深める。 
小学校での教育が目指す方向性について学習指導要領の趣旨や目指すべき学力観について正しく理解する

とともにより良い授業を目指すために「評価」という観点から考察検討していく。 
小学校教育の基本は「授業」であり、授業にかかわる児童の姿や教師の教材研究などについて授業実践例

を基にして考えを深めたいと考えている。 

さらに「総合的な学習の時間」に関しても、その内容や具体的な事例などを踏まえて、「総合的な学習の時
間」の進め方などを踏まえて実践する。 

８．学習目標 

(1)学習指導要領の趣旨や内容を理解する。 
(2)目指すべき学力観について理解する。 
(3)授業の評価の実際について理解する。 

(4)「総合的な学習の時間」の趣旨、内容を理解し、主体的に学ぶ総合的な学習の時間の流れを、実践を通し
て理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント】 

・自分の小学校及び中学校時代を振り返り、自分にとって楽しかった授業について、なぜその授業が楽しく

感じたのかなど具体的にまとめておく。また、逆に楽しくなかった授業については、それについても理由

などを具体的にまとめておく。 

・自らが受けた総合的な学習の時間について、その内容や印象に残っている部分をまとめておく。 

【課題レポート】 

・次の①と②を課題レポートとする。 

① 第8回の講義で提出する展開案 

② 第14回の講義で提出する発表原稿 

・次の③と④は「授業への積極的参加」に加味する。 

③ 振り返りシート・・毎回の講義終了後、講義によって何が解決され、何が解決されなかったのか、ま

た、自分自身はどのような考えを持ったのかなどについてまとめ、講義終了の３日後までに提出する。 

 ④ ノート・・・講義及び学習内容をまとめたノートを期末試験日に提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 総則編』東洋館出版社 

文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 総合的な学習の時間編』東洋館出版社 

【参考書】 

文部科学省『（小学校編）今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開』平成 22 年 教育出版 

文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）』東洋館出版社 

講義の中で、適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 授業研究の理論や方法について理解し、授業の改善・充実について自らの考えを深めることができる。 

２ 教材研究や模擬授業等を通して、実践的に授業研究を進める基礎を身に付けることができる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（模擬授業を含む）        総合点の４０％ 

２ 課題レポート                     総合点の４０％ 

３ 期末テスト                     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・本講座の究極の目的は、よい授業を創り上げる授業力を身に付けることである。そのために、これまでの

教育の動向すなわちその時代その時代で求められてきた学力観等について、学習指導要領の変遷を考察する

ことから探っていく。また、その一つのツールとして登場する「総合的な学習の時間」についても、過去・

現在・未来という観点をもって分析していく。現在は学習指導要領の改訂の時であり、歴史の目撃者として

また、よい授業の実践者の卵として、学生たちの主体的で熱い議論を期待する。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（よい授業の条件について） 

事前学習 

自分の小中学校時代に受けた授業の中で、学

習内容等について興味関心を高めたよい授

業について、なるべく具体的にまとめてお

く。 

事後学習 

講義の内容や友人の意見や考えを振り返り、

よい授業の共通点を見いだし、よい授業にな

るための条件をまとめる。 

第２回 
学習指導要領の変遷（１） 

（戦後～「昭和 43―45年改訂」まで） 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、学習指導

要領の変遷（１）についてまとめる。 



 

 

第３回 
学習指導要領の変遷（２） 

（「昭和 52―53年改訂」～「平成 10―11年改訂」まで） 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、学習指導

要領の変遷（２）についてまとめる。 

第４回 
学習指導要領の変遷（３） 

（「平成 15年一部改訂」～「平成 20―21年改訂」まで） 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 

授業で取り扱った内容を振り返り、戦後 70

年間の学習指導要領の変遷についてまとめ

る。 

第５回 指導要録と学習評価の変遷 

事前学習 
事前配付した資料等を読み、概要についてま

とめ、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、指導要録

と学習評価の変遷についてまとめる。 

第６回 アクティブラーニング①（理論） 

事前学習 
事前配付した資料等を読み、概要についてま

とめ、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、アクティ

ブラーニングについて理解を深める。 

第７回 アクティブラーニング②（実践） 

事前学習 
前時の振り返りからアクティブラーニング

の重要なポイントを整理しておく。 

事後学習 
アクティブラーニングを取り入れた展開案

を作成する。 

第８回 
総合的な学習の時間① 

総合的な学習の時間の改訂のポイントについて 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、総合的な

学習の時間の改訂のポイントをまとめる。 

第９回 

総合的な学習の時間② 

総合的な学習の時間の指導計画の作り方、評価のポイン

トについて 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 

授業で取り扱った内容を振り返り、総合的な

学習の時間の指導計画の作り方、評価のポイ

ントをまとめる。 

第１０回 
総合的な学習の時間③ 

総合的な学習の時間の先進校の実践例について 

事前学習 
事前配付した資料等を読み、先進校の実践例

のポイント等をまとめておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、自らの実

践に向けて準備を進める。 

第１１回 

総合的な学習の時間④ 

総合的な学習の時間の実践について 

（単元計画の作成・年間を見通した主な学習活動） 

事前学習 
先進校の実践例を参考にしながら、自らの実

践の見通しを立てておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、主な学習

活動を見直し、全体の流れを確認する。 

第１２回 

総合的な学習の時間⑤ 

総合的な学習の時間の実践について 

（単元計画の作成・学習活動を踏まえた支援内容） 

事前学習 
見直した学習活動をもとにして、それぞれの

場面に応じた支援内容を考えておく。 

事後学習 

授業で取り扱った内容を振り返り、支援内容

を見直すことも含め、発表会に向けての準備

をする。 

第１３回 

総合的な学習の時間⑥ 

総合的な学習の時間の実践について 

（発表会） 

事前学習 
グループで発表できるようにリハーサルを

行うなど準備を完成させておく。 

事後学習 
各グループの発表について、振り返りを行

う。発表原稿は提出する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回～第４回の講義内容を踏まえて、学習指導要領の変遷についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000字程度） 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第８回～第１１回の講義内容を踏まえて、「総合的な学習の時間」の目標と内容、指導計画の作成に

ついてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000字程度） 

実施時期：第１１回の授業後に実施する。 

提出期限：第１２回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１３回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合にはその後も研究室で随時受け付け適宜指導する。 

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

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害児教育課程論 （2 単位） 

３．科目番号 

SNMP3452 

SCMP3452 

SBMP3452 

SSMP3452 

SSMP3352 

２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 
講義・演習 

講義による基礎理論の習得に基づき、グループ討議等のアクティブ
ラーニングにより、履習者同士の実践的な学び合いを重視します。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 教育課程とは、学校の教育目標の具現化をめざし、指導内容を総合的に組織した学校の教育計画であり、

指導計画を具体化したものである。特別支援学校においてはその教育目的が学校教育法第 72条において「障
害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること」となっている。
特別支援学校、特別支援学級における教育課程の構成､具体的な指導内容について検討し、学習指導要領に基

づいた教育実践について理解し、指導実践力を高める。 

８．学習目標 

以下に関して学習し理解を深め、指導実践力を高める。 

１．障害に応じた特別支援学校の教育課程について理解し、説明できる。 
２．教科別の指導、領域別の指導内容について理解し、説明できる。 
３．「領域・教科を合わせた指導」の種類や特徴､具体的な指導内容について理解し、説明できる。 

４．「自立活動」の目標及び内容について理解し、個に応じた授業内容等を計画できる。 
５．個別の指導計画、個別の教育支援計画の作成及び活用について理解し、作成する事ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

障害者の権利に関する条約第24条の「合理的配慮」についてのレポート（1000～1200字） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

１ 文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説総則編（幼稚部・小学部・中学部）（平成 30年 3月）』 

  開隆堂 

２ 文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説総則等編（高等部）（平成 21年 12月）』開隆堂 

３ 文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）』開隆堂 

※適宜資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別支援学校の教育課程を理解し、説明できるか。 

２．個別の指導計画、個別の教育支援計画の意義を理解し、説明することができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（総合点の 40％） 

３ 課題レポート・試験（総合点の 30％） 

12．受講生への 

メッセージ 

「教育課程」という言葉そのものが誤解されていることが多いようです。「教育課程」とは年間の授業計画

のみを指し示すものではなく、学校経営に係るすべての教育活動を組み合わせた全体計画のことを指します。

すなわち教育課程を編成するためには学校目標とは何か、学校経営とは何か、また校長の権限とはなど、単

に指導・支援に係るノウハウだけに留まらない幅広い知識が要求されることになります。自らが教師になっ

た時、教育者として誰からも信頼され、愛されるような人間形成を目指し、ともに歩んでいきましょう。 

13．オフィスアワー 講義開始前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション&「教育課程」とは？ 

―学校目標、経営計画、重点課題など― 

事前学習 
「教育課程」という言葉を説明できるよう文献、インターネ

ットなどで情報を集め、簡単にノートにまとめておく。 

事後学習 「教育課程とは何か」について再確認する。 

第２回 
特別支援学校の教育課程① 

―学級編制、指導形態、指導内容など― 

事前学習 
特別支援学校学習指導要領小・中学部編をよく読み、予習し

ておく。 

事後学習 
小中学校等と特別支援学校の学級編制の違いについて再確

認する。 

第３回 
特別支援学校の教育課程② 

―学習指導要領について― 

事前学習 
特別支援学校学習指導要領小・中学部編に関する基本的な知

識について、よく読んで予習しておく。 

事後学習 特別支援学校の学習指導要領の特徴について再確認する。 

第４回 
特別支援学校の教育課程③ 

―各障害別特別支援学校の教育課程― 

事前学習 
５障害種の特別支援学校それぞれの教育課程の特徴に関す

る資料をよく読み、予習しておく。 

事後学習 
それぞれの障害種別特別支援学校の教育課程の違いをにつ

いて、再確認する。 

第５回 
特別支援学校の教育課程④ 

―年間指導計画、シラバスなど― 

事前学習 
特別支援学校の年間指導計画編成についてよく読み、予習し

ておく。 

事後学習 
年間指導計画の作成において配慮すべき点について再確認

する。 

第６回 
領域・教科を合わせた指導① 

―自立活動― 

事前学習 
特別支援学校の年間指導計画編成についてよく読み、予習し

ておく。 

事後学習 
年間指導計画の作成において配慮すべき点について再確認

する。 



 

 

第７回 
領域・教科を合わせた指導② 

―日常生活の指導、「遊び」― 

事前学習 
教科書「学習指導要領自立活動編」を読み、自立活動の六つ

の内容について文言を暗記し発表できるようにする。 

事後学習 
「六つの内容」について授業中に実施した小テストをやり直

しながら確実に覚えるよう再確認する。 

第８回 
領域・教科を合わせた指導③ 

―生活単元学習― 

事前学習 

教科書「小中学校編」の知的障害特別支援学校の教育課程に

関するページを読み「日常生活の指導」とは何か、を説明で

きるようにする。 

事後学習 

「日常生活指導の指導」について再確認する。また「教育課

程」に関する課題に沿ったレポート（400 字）を作成し提出

する。 

第９回 
領域・教科を合わせた指導④ 

―作業学習― 

事前学習 

教科書「小中学校編」の知的障害特別支援学校の教育課程に

関するページを読み「生活単元学習」とは何か、を説明でき

るようにする。 

事後学習 
「生活単元学習」について確実に説明できるよう再確認す

る。 

第１０回 
教科の指導 

―国語、算数、技能教科ほか― 

事前学習 

教科書「高等学校編」の知的障害特別支援学校の教育課程に

関するページを読み「作業学習」とは何か、を説明できるよ

うにする。 

事後学習 

特別支援学校における教科指導の意義、目的等について再確

認する。また特別支援学校の授業に関する課題に沿ったレポ

ート（400字）を作成し提出する。 

第１１回 
道徳、特別活動と学校行事 

―年間計画の中の学校行事― 

事前学習 

特別支援学校における道徳の指導とは何かイメージし、特に

知的障害がある児童生徒への道徳教育とは何か、を説明でき

るようにする。 

事後学習 特別支援学校における道徳教育の難しい面を再確認する。 

第１２回 
個別の指導計画、教育支援計画について① 

―目的、位置づけ、関連性、内容― 

事前学習 
個別の指導計画、教育支援計画を作成する目的が何のか、を

説明できるよう読んでおく。 

事後学習 
これらの計画をどう活用していくのか、という課題を考え

る。 

第１３回 個別の指導計画、教育支援計画について② 

事前学習 

指導計画は現在、単に教師の思いだけで作成するものではな

いことを理解し、作成のプロセスについて説明できるように

しておく。 

事後学習 
提示されたモデルケースに沿って自分なりに個別の指導計

画を作成し提出する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「個別の指導計画、個別の教育支援計画について」レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：初回講義時に周知する。参考資料についても初回講義時に配布する。 

提出期限：第 5回講義開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回の講義終了後に教室で行う。 

     添削内容について質問がある場合は、随時受け付け指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「領域・教科を合わせた指導について」レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 7回講義時に周知する。 

提出期限：第 10回講義開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回の講義終了後に教室で行う。 

     添削内容について質問がある場合は、随時受け付け指導する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害児教育論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2449 

SNMP2449 

SCMP2449 

SBMP2449 

SPMP2349 

SSMP2349 

２．授業担当教員 上田 征三 

４．授業形態 
講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ

ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

リハビリテーションとノーマライゼーションの国際的進展を背景とするインクルーシブ教育に関しては、

わが国でも課題となり、教育制度の大幅な見直しとしてなされようとしている。これをふまえ、以下に関し

て理解を深め学習する。 

①障害児教育のあゆみ 

②障害児・者の状況と我が国の教育制度 

③知的障害者の理解と指導 

④肢体不自由者の理解と指導 

⑤病弱者の理解と指導 

⑥視覚・聴覚障害者の理解と指導 

⑦重度重複障害・ＬＤ等の理解と指導 

⑧教育課程について 

さらに、就学前や就学期はもとより将来の本人の自立・社会参加を念頭に置いた新たな教師の役割を理解す

る。 

８．学習目標 

以下に関して学習し理解を深め、説明することができる。 

１．特別支援教育の基本－障害とは－について 

２．特別支援教育の歴史について 

３．障害児の発達特性と教育方法について 

４．発達障害のある子どもの理解と教育支援について 

５．特別支援教育における教育課程につい 

６．障害児の発達のアセスメントと支援について 

７．特別支援教育に関わる教師や療育の専門家について 

８．特別支援教育の課題について 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容に沿った小テストを13回実施（到達度評価）する。 

２．到達度に至るまで小テストを実施し、未達成者にはレポート（手書き）を課す。 

３．小テストや配付プリントが閉じられるようなノート兼用のバインダーを必ず準備する。 

４．予習時、授業時、復習時でアンダーラインを引き書き込みをするペンの色を使い分ける事を勧める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

石部元雄・上田征三・高橋実・柳本雄次編著『よくわかる障害児教育』（第 3版）ミネルヴァ書房、2013。 

【参考書】 

柳本雄次・河合康編『特別支援教育』（第 3版）福村出版、2019。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．障害児教育に関する教育理念を理解し、説明できるか。 

２．障害児の発達特性等の基礎的知識を理解し、支援方法、教材作成など指導実践力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（総合点の 40％） 

３ 課題レポート（総合点の 30％） 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業中に携帯、私語、居眠り、飲食などをしないこと。  

２．教室を散らかしたり机を汚したりしないこと。 

３．マナーを守り、大学生としての学習体制を確立すること。 

13．オフィスアワー 授業以外の時間（予約をお願いすることもある） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

特別支援教育の基本 ①「障害」とは  

②障害の構造的理解「よくわかる障害児教育」 

（p.2～） 

事前学習 
pp.2-9を熟読し、専門用語や重要語句を理

解しノートにまとめる。 

事後学習 小テスト①の準備をする。 

第２回 

特別支援教育の基本 ③インクルージョンに向けて  

④障害の受容 

（p.10～） 

事前学習 
pp.10-17を熟読し、専門用語や重要語句を

理解しノートにまとめる。 

事後学習 小テスト①の準備をする。 

第３回 

特別支援教育の基本 ⑤「自分らしく生きる」ということ

の支援 ⑥障害者の権利擁護の現状と課題 

（p.18～） 

事前学習 
pp.18-25を熟読し、専門用語や重要語句を

理解しノートにまとめる。 

事後学習 小テスト②の準備をする。 

第４回 
特別支援教育の歴史と課題 ①障害児教育の始まりと公

教育 ②わが国の特別支援教育の現状 
事前学習 

pp.26-35を熟読し、専門用語や重要語句を

理解しノートにまとめる。 



 

 

（p.26～） 
事後学習 

小テスト①を復習し、ノートにまとめる。

小テスト③の準備をする。 

第５回 

障害児教育から特別支援教育へ ①日本の特別支援教育  

②諸外国の特別支援教育 

（p.36～） 

事前学習 
pp.36-53を熟読し、専門用語や重要語句を

理解しノートにまとめる。 

事後学習 
小テスト②を復習し、ノートにまとめる。

小テスト④の準備をする。 

第６回 

障害児の発達特性と教育方法 ①障害発生とライフコー

ス、視覚障害 ②聴覚障害 

（p.54～） 

事前学習 
pp.54-65を熟読し、専門用語や重要語句を

理解しノートにまとめる。 

事後学習 
小テスト③を復習し、ノートにまとめる。

小テスト⑤の準備をする。 

第７回 
障害児の発達特性と教育方法 ③知的障害 ④自閉症 

（p.66～） 

事前学習 
pp.66-75を熟読し、専門用語や重要語句を

理解しノートにまとめる。 

事後学習 
小テスト④を復習し、ノートにまとめる。

小テスト⑥の準備をする。 

第８回 
障害児の発達特性と教育方法 ⑤肢体不自由 ⑥病弱 

（p.76～） 

事前学習 
pp.76-85を熟読し、専門用語や重要語句を

理解しノートにまとめる。 

事後学習 
小テスト⑤を復習し、ノートにまとめる。

小テスト⑦の準備をする。 

第９回 

障害児の発達特性と教育方法 ⑦言語障害 ⑧情緒障害  

⑨重度・重複障害、「自立活動」 

（p.86～） 

事前学習 
pp.86-101 を熟読し、専門用語や重要語句

を理解しノートにまとめる。 

事後学習 
小テスト⑥を復習し、ノートにまとめる。

小テスト⑧の準備をする。 

第１０回 

発達障害のある子どもの理解と教育支援 ①学習障害、

ADHD、高機能自閉症 

（p.102～） 

事前学習 
pp.102-113を熟読し、専門用語や重要語句

を理解しノートにまとめる。 

事後学習 
小テスト⑦を復習し、ノートにまとめる。

小テスト⑨の準備をする。 

第１１回 

障害児の教育のアセスメントと支援、特別支援教育・療育

の専門職の資格と養成 

（p.132～） 

事前学習 
pp.132-153を熟読し、専門用語や重要語句

を理解しノートにまとめる。 

事後学習 
小テスト⑨を復習し、ノートにまとめる。

小テスト⑪の準備をする。 

第１２回 

特別支援教育の課題 ①就学前、統合保育、交流教育、教

育相談 

（p.154～） 

事前学習 
pp.154-165を熟読し、専門用語や重要語句

を理解しノートにまとめる。 

事後学習 
小テスト⑩を復習し、ノートにまとめる。

小テスト⑫の準備をする。 

第１３回 

特別支援教育の課題 ②学習障害、コミュニケーション、 

「気になる子」、医療、福祉、親のあり方  

※1回から 14回目までに教材用ビデオを 3回使用予定 

（p.166～） 

事前学習 
pp.166-187を熟読し、専門用語や重要語句

を理解しノートにまとめる。 

事後学習 
小テスト⑪を復習し、ノートにまとめる。

小テスト⑬の準備をする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 6回の講義内容を踏まえて、「障がいの理解について」レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度）。 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「障がいの理解について関連の深い知的障害を中心に理解を深める」 

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

事前学習：各障がいについて p54～131を熟読し、基本的知識を身につけておく。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害者・障害児心理学／障害児・者の心理 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3332 

SBMP3332 

SCMP3332 

SNMP3332 

EDPS3304 

PSMP3117 

２．授業担当教員 野口 理英子 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

身体障害、知的障害及び精神障害の概要とその特性を理解し、その心理的影響と併せて、それぞれの障害
を持つことで発達段階に応じた心理的影響を理解する。また、障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な
支援とその人を取り巻く家族や社会のあり方や制度を学ぶ。 

８．学習目標 

１．身体障害、知的障害及び精神障害の概要を理解し、一般的な心理的傾向を把握し、説明することができ

る。 

２．障害児・者を持った家族の心理を理解し、説明することができる。 

３．障害受容の一般的な過程とその実態について理解し、説明することができる。 

４．障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援や制度を理解し、自分の考えを述べることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．小グループを編成し、テーマごとに発表を行う。 

２．課題シートを作成する（毎回を予定）。 

３．レポートを作成する（1200字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】指定しない。授業内で資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

次の１～４について理解し説明できるか。 

１．身体障害、知的障害及び精神障害の概要と一般的な心理的傾向 

２．障害児・者を持った家族の心理 

３．障害受容の一般的な過程とその実態 

４．障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援や制度 

○評定の方法 

平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動） ４０％ 

まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動） ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

以下のことを心がけて下さい。 

１．授業には積極的な態度で参加して下さい（意見を述べる、質問する、等）。 

２．事前・事後学習を通して、理解を深めて下さい。 

３．他の受講生に迷惑をかけないで下さい（発表時に欠席する、私語、等）。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

講義の概要について説明する。 

テーマごとに行われる発表のグループ編成を行う。 

事前学習 シラバスの内容を確認する。 

事後学習 グループで発表の打合せをする。 

第２回 

障害児・者をめぐる動向 

 障害の捉え方 

 障害児・者への教育と福祉 

事前学習 障害分類について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第３回 
発達障害児・者の心理と支援（1） 

 LD・ADHD を中心に 

事前学習 LD・ADHD について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第４回 
発達障害児・者の心理と支援（2） 

 自閉スペクトラム症を中心に 

事前学習 
自閉スペクトラム症について調べ、まとめ

る。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第５回 
発達障害児・者の心理と支援（3） 

 発達障害児・者への教育的支援 

事前学習 特別支援教育について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第６回 情緒障害の心理と支援 
事前学習 情緒障害について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第７回 
精神障害者の心理と支援（1） 

 心因性の問題を中心に 

事前学習 精神障害（心因性）について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第８回 
精神障害者の心理と支援（2） 

 内因性の問題を中心に 

事前学習 精神障害（内因性）について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第９回 
精神障害者の心理と支援（3） 

 外因性の問題を中心に 

事前学習 精神障害（外因性）について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１０回 肢体不自由児・者の心理と支援 
事前学習 肢体不自由について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１１回 
障害児・者を持つ家族の心理と支援 

 障害受容と価値観の変容 

事前学習 障害受容について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 



 

 

第１２回 障害者の職業と生活の質の向上 
事前学習 障害者の雇用について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１３回 まとめ 
事前学習 授業の内容について整理する。 

事後学習 レポートを作成し、提出する。 

課題研究

１ 

研究課題テーマ：視覚障害について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式＊A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 2回の授業以降、授業時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を授業終了後に教室で行う。 

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

課題研究

２ 

研究課題テーマ：聴覚障害について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式＊A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 2回の授業以降、授業時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を授業終了後に教室で行う。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
障害の理解Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SNMP3115 

２．授業担当教員 山下 喜代美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

障害の理解Ⅰの単位を修得していること 

７．講義概要 

医学的側面からの基礎知識として、身体、精神、知的・発達障害、難病などについて学び、その症状や合

併症などが日常生活に及ぼす影響を理解した上で、障害のある人やその介護者を含めた生活支援を行うため

の根拠となる知識を習得することをねらいとする。 

８．学習目標 

１．各機能障害の原因を学び、症状や特性を理解することができる。 

２．各種障害による身体的・心理的影響について考えることができる。 

３．各機能障害がある場合の生活への影響について正しく認識することができる。 

４．症状や合併症に応じた介護の留意点について考えることができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

事前事後学習用のノートを準備し、毎回必ず実施しておいてください。 
ノートは適宜提出を求め、学習状況を確認します。 
それぞれの障害に関連する身体構造と機能について理解しておいてください。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 
最新介護福祉全書 11 こころとからだのしくみ 『障害の理解』メヂカルフレンド社。 
【参考書】 
病気がみえるシリーズ①②③④⑤⑥⑦⑧⑪ メディックメディア 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．障害の原因、症状、特性を理解することができたか  

２．障害による日常生活への影響の概略と介護の留意点を理解することができたか 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の１０％ 

２ 日常の学習状況（事前事後学習の実施状況）  総合点の２０％ 

３ 期末試験            総合点の７０％ 

  知識の定着を図るため、期末試験に重点を置く。 

12．受講生への 
メッセージ 

介護福祉士として生活支援を展開する上で障害を理解することはとても重要なことです。 
医学的知識、用語について確実に理解してください。 
この科目は、生活支援技術形態Ⅱと同時進行していきます。ここでは障害の知識を身に付け、根拠ある介 
護技術を実践できるようにしてください。 

13．オフィスアワー 時間割決定後 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 本講義について説明 
視覚障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的影響） 
聴覚障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的影響） 
重複障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的影響） 

事前学習 
シラバスを読んでおく 
視覚、聴覚に関する身体構造と機能を復習してお
く 

事後学習 
それぞれの障害による日常生活の不自由さを整
理する 

第２回 言語障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的影響） 
事前学習 言語に関する身体構造と機能を復習しておく 
事後学習 言語障害による日常生活の不自由さを整理する 

第３回 
心臓機能障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的
影響） 

事前学習 心臓の構造と機能を復習しておく 

事後学習 
心臓機能障害による日常生活の不自由さを整理
する 

第４回 
呼吸器機能障害の理解（原因となる疾患、症状、心理
的影響） 

事前学習 呼吸器の構造と機能を復習しておく 

事後学習 
呼吸器機能障害による日常生活の不自由さを整
理する 

第５回 
腎臓機能障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的
影響） 

事前学習 腎臓の構造と機能を復習しておく 

事後学習 
腎臓機能障害による日常生活の不自由さを整理
する 

第６回 
膀胱・直腸の機能障害を理解（原因となる疾患、症状、
心理的影響） 

事前学習 膀胱、直腸の構造と機能を復習しておく 

事後学習 
膀胱・直腸の機能障害による日常生活の不自由さ
を整理する 

第７回 

小腸の機能障害の理解（原因となる疾患、症状、心理
的影響） 
肝臓機能障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的
影響） 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の理解（原
因となる疾患、症状、心理的影響） 

事前学習 小腸の構造と機能を復習しておく 

事後学習 
小腸、肝臓の機能障害による日常生活の不自由さ
を整理する 

第８回 
肢体不自由（運動機能障害）の理解（原因となる疾患、
症状、心理的影響） 

事前学習 運動に関する身体構造と機能を復習しておく 

事後学習 
肢体不自由による日常生活の不自由さを整理す
る 

第９回 
高次脳機能障害の理解① 
定義 原因となる疾患、認知系の症状 

事前学習 脳の構造と機能を復習しておく 
事後学習 認知系の症状を整理しておく 

第 10回 
高次脳機能障害の理解② 
 認知系の障害による日常生活への影響 
行為系の症状・障害による日常生活への影響 

事前学習 記憶障害による日常生活への影響を考えておく 

事後学習 半側空間無視の方の生活状態を整理する 

第 11回 難病の理解（疾患の特徴、症状、心理的影響） 
事前学習 難病の定義を確認する 
事後学習 ALSの経過を整理する 

第 12回 精神障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的影響） 
事前学習 精神障害の特性を読んでおく 
事後学習 精神障害による生活への影響を整理する 

第 13回 発達障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的影響） 事前学習 発達のしくみを読んでおく 



 

 

知的障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的影響） 
重症心身障害の理解（原因となる疾患、症状、心理的
影響） 

重症心身障害児の定義を確認する 

事後学習 発達障害の特徴を整理する 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「高次脳機能障害の症状と日常生活への影響」 

        第 9回、第 10回の授業内容を踏まえてレポートをまとめる。高次脳機能障害によって、日常生活 

        で、どのようなことに困難が生じるのかを具体的に記述する 

レポート用紙：A４用紙１枚 1200字程度  

実施時期：第 10回の授業後 

提出期限：第 11回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「発達・知的・重症心身障害による日常生活への影響」 

第 13回の授業内容を踏まえてレポートをまとめる。発達・知的。・重心の中からひとつ選び、障害に

よる日常生活への影響を具体的に記述する 

レポート用紙：A４用紙１枚 1200字程度  

実施時期：13回の授業後 

提出期限：期末試験開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
少年と犯罪 （2単位） 

３．科目番号 

GELA1333 

GELA1353 

JNGC1204 ２．授業担当教員 高木 俊彦 

４．授業形態 
講義を中心とするが、グループ討議やケース研究の演習などを併用

する。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本は犯罪発生率の低い治安の良好な国として世界に知られているが、次代を担う少年によるいじめ、非

行や犯罪の発生状況とその様態にはかなりの問題があり、福祉国家を標榜するわが国の将来にとって深刻な

社会問題となっている。そこで、少年による犯罪・非行の現状と時代による変化の様相、少年非行に対する

警察・裁判の取り組み、児童福祉・少年院・保護観察所などの諸機関における処遇システムなどについて理

解を深め、更には犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。また、効果的な治療、

処遇の方法、犯罪被害者の支援等についても考察する。 

合わせて、近年、少年非行は凶悪化していると言われるが、本当に少年事件は凶悪化しているのか科学的、

統計的に検証するとともに、少年非行に対する刑罰と保護のあり方について考察を加える。 

８．学習目標 

１ 少年非行の実情及び時代背景を反映した非行内容等の変化について理解し、説明することができるよ 

 うになる。 

２ 犯罪・非行の原因とその発生機序について、素質・環境の両面から理解し、説明することができるよう 

 になる。 

３ 非行少年にかかる刑事司法機関、少年保護機関の役割・機能について理解し、説明することができるよ

うになる。 

４ 事例研究（ケーススタディ）に基づき、少年非行の原因や適切な処遇のあり方について理解し、発表す

ることができるようになる。 

５ 以上を通じて、将来、この種の専門機関（少年処遇機関）で働くことの意義を理解し、説明できるよう

になるとともに、就職のために必要な関連知識を修得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

非行事例に関するアセスメントや処遇方針の作成等を中心とするレポートの作成・提出。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

 講師作成の資料 

【参考書】 

 伊藤冨士江編著『司法福祉入門』第２版増補 上智大学出版発行、（株）ぎょうせい製作・発売。 

 松本勝編著『更生保護入門』成文堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加    総合点の２０％ 

２ 期末試験又は小テスト   総合点の４０％ 

３ 課題レポート       総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況      総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 常に新聞・テレビ・雑誌・インターネットなどマスメデイアに関心を寄せ、社会事象である少年非行の 

問題について考える習慣を身に付けること。 

２ 全員が授業に集中すること。私語、携帯電話・スマホ等ＯＮ、ゲーム、飲食、中抜け、居眠りなど授業の

支障となる行為をするものは受講を遠慮願いたい。 

13．オフィスアワー 初回の授業開始時（初回授業）に担当教員からお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション及び少年非行・犯罪に対する基礎知識

の確認（刑罰や犯罪・非行対策の歴史を含む） 

事前学習 
犯罪や非行に関する自分自身の知識を想起

し、整理しておく。 

事後学習 

オリエンテーション及び少年非行・犯罪に対

する基礎知識について、学んだことを学習ノ

ートにまとめる。 

第２回 
少年非行の定義、非行少年に対する手続きの流れと少年非

行の最近の動向 

事前学習 
少年非行の最近の動向について調べておく

こと。 

事後学習 

少年非行の定義、非行少年に対する手続きの

流れと少年非行の最近の動向について、学ん

だことを学習ノートにまとめる。 

第３回 少年非行の原因と説明理論（非行原因論等） 

事前学習 

犯罪や非行の原因について文献等を調べる

とともに、自分自身の考えを整理しておくこ

と。 

事後学習 
非行原因論等について、学んだことを学習ノ

ートにまとめる。 



 

 

第４回 少年非行の諸相① 凶悪・粗暴な非行    

事前学習 
凶悪・粗暴な非行の例を各自１例調べ、整理

しておくこと。 

事後学習 
凶悪・粗暴な非行について、学んだことを学

習ノートにまとめる。 

第５回 少年非行の諸相② 暴走族など非行集団  

事前学習 
暴走族や地域不良集団などの非行集団の現

状について調べ、整理しておくこと。 

事後学習 
暴走族や地域不良集団などについて、学んだ

ことを学習ノートにまとめる。 

第６回 少年非行の諸相③ 女子非行、性非行、ネット犯罪 

事前学習 
女子非行、性非行、ネット犯罪についての最

近の例を調べ、整理しておくこと。 

事後学習 
女子非行、性非行、ネット犯罪について、学

んだことを学習ノートにまとめる。 

第７回 
少年非行の諸相④ いじめ、学校内暴力、家庭内暴力  （ス

トローク理論） 

事前学習 
いじめ、学校内暴力、家庭内暴力についての

最近の例を調べ、整理しておくこと。 

事後学習 

いじめ、学校内暴力、家庭内暴力、ストローク

理論について、学んだことを学習ノートにまと

める。 

第８回 少年非行の諸相⑤ 万引き、薬物非行、交通非行 

事前学習 
万引き、薬物非行、交通非行についての最近

の例を調べ、整理しておくこと。 

事後学習 
万引き、薬物非行、交通非行について、学ん

だことを学習ノートにまとめる。 

第９回 
虐待や暴力にみる被害から加害への転化と暴力の連鎖 

―事例研究  

事前学習 
虐待、ＤＶについての最近の例を調べ、整理

しておくこと。 

事後学習 
虐待、ＤＶ、暴力の連鎖について、学んだこ

とを学習ノートにまとめる。 

第１０回 
非行を未然に防止する活動（地域の非行防止活動と警察に

おける少年相談） 

事前学習 
自身が暮らす地域の非行防止活動について

調べておくこと。 

事後学習 

警察などにおける非行を未然に防止する活

動について、学んだことを学習ノートにまと

める。 

第１１回 少年事件の法的手続き―家庭裁判所と児童相談所 

事前学習 
我が国の少年審判制度について調べておく

こと。 

事後学習 
家庭裁判所と児童相談所について、学んだこ

とを学習ノートにまとめる。 

第１２回 非行少年の処遇① 少年鑑別所と少年院 

事前学習 我が国の少年矯正について調べておくこと。 

事後学習 
少年鑑別所と少年院について、学んだことを

学習ノートにまとめる。 

第１３回 

非行少年の処遇③ 保護観察所（少年に対する処遇施策、

保護司との協働態勢等） 

―ビデオ視聴― 

事前学習 少年の保護観察について調べておくこと。 

事後学習 

保護観察所（少年に対する処遇施策、保護司

との協働態勢等）について学んだこと、及び

ビデオ視聴の感想を学習ノートにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ:「我が国における犯罪・非行の被害者支援対策」についてレポートにまとめなさい。 

レポートの様式:A4用紙 1枚(1,440字程度) 

実施時期:第 4回の授業後に実施する。 

提出期限:第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削し第 6回授業時に返還、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ: 自分自身、あるいは身近で体験した「いじめ行動や校内暴力の体験」を、プライバシー保護の観点に

留意しつつレポートにまとめなさい。 

レポートの様式:A4用紙 1枚(1,440字程度) 

実施時期:第 6回の授業後に実施する。 

提出期限:第 7回の授業開始時にレポートコピーを 2部作成し、そのうちの１部を提出する。 

     提出後、各自手元に残ったレポートコビーを参照しながら、授業に参加する。 

事後学習:レポート作成とそれに基づく授業の内容、意見交換内容等をノートにまとめる。      

期末試験（受講生の人数が多数の場合は期末試験を実施） 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　東京や大阪の保護観察所や、近畿地方や中国地方の更生保護委員会での勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4単位） 

３．科目番号 GECM1104 

２．授業担当教員 ロペス ルイス ミゲル 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎知

識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国内外

のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミュニケ

ーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると共

に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるように

なる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関する基礎

的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業で提示された演習問題を解く。 

回答は、授業終了時に回収し、「12. 成績評価の方法」にあるように成績に反映する。演習に関しては各学

期別に総合評価するが、15回目と30回目の演習は別枠で評価する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

切田節子・新聖子・山岡英孝・乙名健・長山恵子『MicrosoftOffice2016を使った情報リテラシーの基礎』近

代科学社、2016年。 

【参考書】 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。また、準備したプリントを随時配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に付

けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OS やハードウェアに関する基礎的な知識が身

についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

コンピュータを効果的に使用できるようになるのは、練習を重ねる以外にありません。運転免許取得と同様

に、免許の交付後は一人で操作することになるので、確実に技術を身に付けることがとても大切です。最初か

ら正しい習慣をつけましょう。情報処理演習室は解放する時間帯もあるので、本授業外でも、コンピュータを

操作することを強くすすめます。本科目終了後も、コンピュータに関する質問があれば気楽に研究室へ来てく

ださい。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
春期講義の概要、コンピュータの経験に関するアンケート 

情報処理学習室の使い方（コンピュータの起動と終了など） 

事前学習 教科書の「まえがき」を読む 

事後学習 配布プリントを再度よく読む 

第２回 
コンピュータの 5大装置と機能（マウス、キーボード等）、

符号化、OSの基本。インターネットの仕組み 

事前学習 教科書 pp. 2~4を読んでおく 

事後学習 教科書 pp.28~31を読んでおく 

第３回 
WWW：ブラウザの使用方法、インターネットを利用した情報

の検索（1） 

事前学習 タイピングソフトで練習すること 

事後学習 教科書 p.21を読んでおく 

第４回 
WWW：ブラウザの使用方法、インターネットを利用した情報

の検索（2）。第２回と同じだが、提示データは異なる。 

事前学習 
前回指定した、インターネットに関する

専門用語覚える 

事後学習 
今回習った、CPUの概念を正確に説明でき

るようにする 

第５回 
Microsoft Word（1）：文字の編集（書体、大きさの変更およ

び装飾など） 

事前学習 教科書 pp.76~78を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第６回 
Microsoft Word（2）：ページレイアウト：余白、ページの設

定等 

事前学習 教科書 pp.100~101を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第７回 
インターネットの光と影：ウイルスチェック、著作権、イン

ターネット中毒など・情報収集 

事前学習 教科書 pp. 7~13を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第８回 Microsoft Word（3）：インデント、間隔などの使い方 
事前学習 教科書 pp.110~111を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第９回 Microsoft Word（4）：クリップアート、図形描画など 
事前学習 教科書 pp.146~150を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第１０回 
Microsoft Word（5）：さまざまな機能を用いたレポート文書

の作成：表と罫線 

事前学習 教科書 pp.125~126を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第１１回 
Microsoft Word（6）：さまざまな機能を用いたレポート文書

の作成：ヘッダーとフッター 

事前学習 教科書 p.154を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 



 

 

 

第１２回 まとめ・Web検索と Microsoft Word の総合演習・（1） 
事前学習 教科書 pp.88~91を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第１３回 Web検索と Microsoft Word の総合復習（2） 

事前学習 3回からの課題を復習する 

事後学習 
次回まで、教科書のコラム“「コピペ」っ

て楽？”（p.166）熟読する 

第１４回 
秋期講義の概要・Microsoft PowerPoint（1）：箇条書き、イ

ンデント、図表の作成など 

事前学習 教科書 pp.248~249を読んでおく 

事後学習 次回まで使いたい画像を用意する 

第１５回 
Microsoft PowerPoint（2）：箇条書き、インデント、図表の

作成など・プレゼンテーション作成を始める（自己紹介） 

事前学習 教科書 pp.250~255を読んでおく 

事後学習 

教科書 pp.254~256を参考に、となり同志

の課題の中間評価を実施し、次回までに

必要な修正を行う 

第１６回 
Microsoft PowerPoint（3）： プレゼンテーション作成の完

成（自己紹介）（発表） 

事前学習 教科書 pp.257~260を読んでおく 

事後学習 課題を完成させ次回までに提出 

第１７回 
Microsoft Excel（1）：データの入力（数値データと文字デ

ータ）、セルの操作 

事前学習 教科書 pp.168~170を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第１８回 Microsoft Excel（2）：数式の利用、グラフの挿入 
事前学習 教科書 pp.168~170を読んでおく 

事後学習 教科書 pp.204~208を読んでおく 

第１９回 
Microsoft Excel（3）：基本的な関数の利用（合計、平均な

ど） 

事前学習 教科書 pp.193~197を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第２０回 Microsoft Excel（4）：関数の利用、IF関数の入れ子など 
事前学習 教科書 pp.198~199を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第２１回 
Microsoft Excel（5）：さまざまな関数の応用セルの相対参

照と絶対参照 

事前学習 
教科書 p189を読んで、定義と指定の仕方

をよく理解する 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第２２回 
Microsoft Excel（6）：データの処理、並べ替え、オートフ

ィルター等 

事前学習 教科書 pp.229~230を読んでおく 

事後学習 教科書 pp.233~235を読んでおく 

第２３回 Microsoft Excel（7）： VLOOKUP関数入門 
事前学習 教科書 pp.242~243を読んでおく 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第２４回 Microsoft Excel（8）： VLOOKUPの進んだ使い方 
事前学習 再度 pp.242~243を読む 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第２５回 Microsoft Excel（9）：進んだ使い方（ISNA、IFNA関数等） 
事前学習 

前回習った「関数のネスト」を復習する

こと 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第２６回 Microsoft Excel（10）：進んだ使い方（フィルタリング） 
事前学習 教科書 pp.226~227を読む 

事後学習 課題を次回までに完成させる 

第２７回 まとめ・Microsoft Excel の総合復習（1） 
事前学習 19回からの課題を復習する 

事後学習 再度答え合わせを確認する 

第２８回 Microsoft Excel の総合復習（2） 

事前学習 前回の課題をよく復習する 

事後学習 

全課題（27 回分）の Excel ファイルを再

確認する（シート名の有無、すべての表

が完成か非か、グラフの有無など）。完成

したファイルの提出締め切りは授業で伝

える 

課題研究１ 

課題研究テーマ：「情報倫理とセキュリティ」 

教科書 pp7-12を読み、インターネット等を検索して情報倫理とセキュリティについて調べてレポートにまとめてくだ

さい。 

レポート形式：ファイルか手書き（1000字程度）。 
レポートのポイントは次の通り✙ 
―インターネットでみつかった事例や、自分は実際経験したネット上のトラブルの例を挙げる 

―教科書 pp7-12を読んで、今まであまり深く考えていなかったことや、知らなかったことの礼を挙げる 
―対策の困難さ 
実施期限：第１回の授業後 

提出期限：第２回の授業開始時 

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：「マルウェア」 

教科書 pp17-19を読み、インターネット等を検索してメールのマナーについて調べてレポートにまとめてください。 

レポート形式：MSワードファイル（1000字程度）。 

実施期限：第 2回の授業後 
提出期限：第 3回の授業開始時 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GEBS1104 

GECM1104 
２．授業担当教員 三好 一英 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
1 年次以上 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国

内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ

ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると

共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ

うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義の中で，テーマごとに課題演習を行う。 

適宜，小テストを行うことがある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

久野靖(他)監修『キーワードで学ぶ最新情報トピックス 2020』日経 BP 社。 

杉本くみ子・大澤栄子『30 時間アカデミック 情報リテラシーOffice2016』実教出版。 

【参考書】 

きたみ りゅうじ『キタミ式イラスト IT 塾 令和 2 年度「IT パスポート」』技術評論社。  

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

その他，講義中に適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が身

についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・コンピュータ，インターネットに関する知識・操作技能は，現代社会を生きる上で，必須のスキルです。 

・大学でのレポート，プレゼン，実験結果の分析などで必要とされるスキルをまずは身につけましょう。 

・大学卒業後も社会人として活躍できるだけの知識，技能の習得に努めましょう。 

・講義時間以外にも自主的に操作方法の習得に努めてください。 

13．オフィスアワー 初回講義時に説明する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：自己紹介，簡単なアンケ

ート，情報処理実習室の使い方， 

事前学習 教科書を入手し、一通り確認しておく 

事後学習 教科書 p2 - p11 を読んでおく 

第２回 Windows の基本操作 OS のはたらき 

事前学習 
「パソコンの内部，オペレーティングシステム，ユー

ザーインターフェイス」を読んでおく 

事後学習 
コンピュータの内部，OS のはたらき，ユーザーインタ

ーフェイスについて具体的に復習して理解しておく 

第３回 
インターネットの利用(1)： 

 インターネットの仕組み 

事前学習 
「コンピュータの基本要素，インターネットの仕組み」

を読んでおく 

事後学習 
コンピュータの基本要素，インターネットの仕組みに

ついて具体的に復習して理解しておく 

第４回 インターネットの利用(2)：Web ブラウザ 
事前学習 「Web ブラウザ」を読んでおく 

事後学習 Web ブラウザについて具体的に復習して理解しておく 

第５回 インターネットの利用(3)：電子メール(設定) 
事前学習 「電子メール」を読んでおく 

事後学習 電子メールについて具体的に復習して理解しておく 

第６回 インターネットの利用(4)：電子メール(送受信) 

事前学習 「メールコミュニケーション」を読んでおく 

事後学習 
メールコミュニケーションについて具体的に復習して

理解しておく 

第７回 
Microsoft PowerPoint(1) 

 例題 22プレゼンテーションの作成 

事前学習 「2 進法，ビットとバイト」を読んでおく 

事後学習 
情報の単位・演算方法について具体的に復習して理解

しておく 

第８回 
Microsoft PowerPoint(2) 

 例題 23 図形の挿入と編集 

事前学習 「コンピュータウイルス」を読んでおく 

事後学習 
コンピュータウイルスについて具体的に復習して理解

しておく 



 

 

 

第９回 
Microsoft PowerPoint(3) 

 例題 24 図表の挿入と編集 

事前学習 「ネットショッピング」を読んでおく 

事後学習 
ネットショッピングについて具体的に復習して理解し

ておく 

第１０回 Microsoft Word (1) 例題 1 文書の作成 
事前学習 「文字コード」を読んでおく 

事後学習 文字コードについて具体的に復習して理解しておく 

第１１回 Microsoft Word (2) 例題 2 文書の印刷 
事前学習 「フォント」を読んでおく 

事後学習 フォントについて具体的に復習して理解しておく 

第１２回 Microsoft Word (3) 例題 3 表の作成 
事前学習 「LINE」を読んでおく 

事後学習 LINE について具体的に復習して理解しておく 

第１３回 Microsoft Word (4) 例題 4 文書の編集 

事前学習 「Facebook と SNS」を読んでおく 

事後学習 
Facebook と SNS について具体的に復習して理解して

おく 

第１４回 Microsoft Word (5) 例題 5 画像の貼り付け 

事前学習 「クックパッドと価格.com」を読んでおく 

事後学習 
クックパッドと価格.comについて具体的に復習して理

解しておく 

第１５回 Microsoft Word (6) 例題 6 アウトライン 

事前学習 「オーディオファイル」を読んでおく 

事後学習 
ファイル圧縮の仕組み：音声圧縮の仕組みについて具

体的に復習して理解しておく 

第１６回 Microsoft Word (7) 課題演習 
事前学習 「画像ファイル」を読んでおく 

事後学習 画像ファイルについて具体的に復習して理解しておく 

第１７回 Microsoft Word (8) 課題演習 
事前学習 「動画ファイル」を読んでおく 

事後学習 動画ファイルについて具体的に復習して理解しておく 

第１８回 
Microsoft Excel(1) 

例題 7 基本操作・データの入力 

事前学習 「LAN と Wi-Fi」を読んでおく 

事後学習 LANとWi-Fiについて具体的に復習して理解しておく 

第１９回 
Microsoft Excel(2)  

例題 8 表の作成 

事前学習 「ユニバーサルデザイン」を読んでおく 

事後学習 
ユニバーサルデザインについて具体的に復習して理解

しておく 

第２０回 
Microsoft Excel(3)  

例題 9 印刷 

事前学習 「メディアリテラシー」を読んでおく 

事後学習 
メディアリテラシーについて具体的に復習して理解し

ておく 

第２１回 
Microsoft Excel(4)  

 例題 10 絶対参照・相対参照 

事前学習 「データベース」を読んでおく 

事後学習 データベースについて具体的に復習して理解しておく 

第２２回 
Microsoft Excel(5)  

例題 11 12 13 いろいろな関数(if 関数など) 

事前学習 「情報システム」を読んでおく 

事後学習 情報システムについて具体的に復習して理解しておく 

第２３回 
Microsoft Excel(6) 

例題 14-18 vlookup 関数，文字列操作 

事前学習 「知的財産権」を読んでおく 

事後学習 知的財産権について具体的に復習して理解しておく 

第２４回 
Microsoft Excel(7) 

例題 19 グラフの作成，  

事前学習 「電子マネー」を読んでおく 

事後学習 電子マネーについて具体的に復習して理解しておく 

第２５回 
Microsoft Excel(8)  

例題 20 21 データベース，Word との連携 

事前学習 「個人情報と社会の法」を読んでおく 

事後学習 
個人情報と社会の法について具体的に復習して理解し

ておく 

第２６回 Microsoft Excel(9) 課題演習 

事前学習 「ネットワーク利用の際のリスク」を読んでおく 

事後学習 
ネットワーク利用の際のリスクについて具体的に復習

して理解しておく 

第２７回 Microsoft Excel(10) 課題演習 
事前学習 「ネット詐欺」を読んでおく 

事後学習 ネット詐欺について具体的に復習して理解しておく 

第２８回 Microsoft Excel(11) 課題演習 
事前学習 「著作権」を読んでおく 

事後学習 著作権について具体的に復習して理解しておく 

課題研究

１ 

課題提出：実習 30 (p.215) 

形式：ファイル名を「学生番号の下 4 桁＋氏名＋実習 30＋拡張子(.pptx)」とし，指定する方式で提出のこと。 

実施時期：夏休み前 

提出時期：夏休み明け最初の講義時 

事後学習：PowerPoint を用いた効果的なプレゼンテーション方法について具体的に考える。 

課題研究

２ 

課題提出：実習 03 (p.46) 

形式：ファイル名を「学生番号の下 4 桁＋氏名＋実習＋拡張子(.docx)」とし，指定する方式で提出のこと。 

実施時期：第１５回の講義終了後に実施 

提出時期：第１８回の講義までに提出 

事後学習：Word を用いたわかりやすい文書の条件について具体的に考える。 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
情報処理演習Ⅰ （4単位） 

３．科目番号 GEBS1104 

２．授業担当教員 柴田 隆史 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国

内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ

ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると

共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ

うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中に学習テーマごとに課題を出し、指定する期日までに提出する。履修者は、その進捗状況をもとに学

習内容の確認および復習を適宜行うこと。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

資料を適宜配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が身

についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この講義では、大学生として最低限身につけるべきコンピュータに関する知識と技術を扱います。本講義で

扱う各学習テーマの全てを習得して、その後の勉強や活動に役立たせてほしいと思っています。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：コンピュータ利用に関する確認、 

情報処理学習室の使い方、質問・相談 

事前学習 
これまでに学んだ情報処理やコンピュータ操

作の内容について各自で確認しておくこと。 

事後学習 
コンピュータの使い方について、個人での利用

と大学や社会での利用の違いについて考える。 

第２回 
コンピュータの基礎知識 

：PCの使い方、OSの基本操作、 

事前学習 Operating System (OS)について調べる。 

事後学習 
パソコンの基本操作を確認して、使い方に慣れ

る。 

第３回 ファイル操作、ドライブとメディア 
事前学習 

インターネットについて、これまでどのような

利用をしたことがあるのかをまとめる。 

事後学習 インターネットを活用して情報検索を行う。 

第４回 
インターネット 

：ブラウザの利用、web紹介、情報検索など 

事前学習 
ネットワークにおけるプロトコルについて調

べる。 

事後学習 
URLについて、その意味や日常での使われ方を

まとめる。 

第５回 

インターネット 

：しくみに関する基礎知識 

（プロトコル、ドメインなど） 

事前学習 
パソコンで利用する電子メールについて調べ

る。 

事後学習 
携帯電話やスマートフォンのメールと、パソコ

ンのメールとの違いをまとめる。 

第６回 

電子メール 

：メール管理方法、アドレス帳、ファイル添付、ネチ

ケット 

事前学習 
電子メール利用のマナーについて調べたうえ

で自分の考えをまとめる。 

事後学習 メールを実際に使って、その使い方に慣れる。 

第７回 

情報セキュリティ 

：コンピュータウィルス、脆弱性、暗号化、スパムメ

ールなど 

事前学習 コンピュータウィルスについて調べる。 

事後学習 
情報セキュリティの観点から、日常で気をつけ

るべきことをまとめる。 

第８回 
Microsoft Word (1) 

：基本操作、ファイルの作成・保存、文書の作成 

事前学習 
ワープロソフトについて、これまでどのような

利用をしたことがあるのかをまとめる。 

事後学習 
Wordの基本操作を確認して、その使い方に慣れ

る。 

第９回 
Microsoft Word (2) 

：ページ設定、文字の編集（書体、大きさ、装飾） 

事前学習 
書体について、どんな種類があり、どのように

分類されているのかを調べる。 

事後学習 文字の編集について、操作方法を確認する。 



 

 

 

第１０回 
Microsoft Word (3) 

：行揃え、インデント 

事前学習 インデントはどんな場合に使うのかを調べる。 

事後学習 
インデントの使い方を確認して、その操作に慣

れる。 

第１１回 
Microsoft Word (4) 

：罫線（表の作成） 

事前学習 Wordにおける表の活用事例を調べる。 

事後学習 
表の作成の仕方を確認して、その操作に慣れ

る。 

第１２回 
Microsoft Word (5) 

：図形描画、クリップアート、応用演習 

事前学習 
Wordにおける図形描画について調べて、どんな

ことができるのかを確認する。 

事後学習 
図形描画機能を使って、自由に図を描く練習を

する。 

第１３回 春期の学習内容のまとめと確認 

事前学習 
春期に扱った内容に関して、プリントやノート

などを確認する。 

事後学習 
春期に扱った内容に関して復習をして、重要な

部分をまとめる。 

第１４回 

秋期イントロダクション 

：春期内容の確認と秋期に扱うテーマの説明と事例

紹介 

事前学習 
インターネットや電子メール、Wordの使い方の

確認をする。 

事後学習 
プレゼンテーションや表計算の活用方法につ

いて考える。 

第１５回 
プレゼンテーション技法 (1) 

：Microsoft PowerPoint の基本操作 

事前学習 
これまでにどんなプレゼンテーションを行っ

たことがあるのかをまとめる。 

事後学習 PowerPointの基本操作について確認する。 

第１６回 
プレゼンテーション技法 (2) 

：Microsoft PowerPoint を使ったビジュアル表現 

事前学習 
見やすいスライドを作るために気をつけるこ

とについて考える。 

事後学習 
PowerPoint での図や画像の扱い方について確

認する。 

第１７回 
プレゼンテーション技法 (3) 

：自己紹介をするスライドの作成 

事前学習 プレゼン課題の内容について考える。 

事後学習 
プレゼン課題に取り組み、操作方法などを確認

する。 

第１８回 
プレゼンテーション技法 (4) 

：自己紹介をするスライドの作成 

事前学習 
プレゼン課題に取り組み、課題の完成を目指

す。 

事後学習 
周りの人のスライドについて、良い点と悪い点

を考える。 

第１９回 

Microsoft Excel (1) 

：表計算ソフトの活用例の紹介、基本操作、データの

入力 

事前学習 
これまでに Excel を使ってどんなことを行っ

たことがあるのかをまとめる。 

事後学習 Excelの基本操作について確認する。 

第２０回 
Microsoft Excel (2) 

：四則演算、数式 

事前学習 
Excelにおける数値計算について、基本操作を

確認する。 

事後学習 
日常において、Excelを使った数値計算をどん

なことに活用できるのかを考える。 

第２１回 
Microsoft Excel (3) 

：基本的な関数（合計、平均、最大値、最小値など） 

事前学習 Excelにおける関数とは何かを調べる。 

事後学習 
基本的な関数について、その使い方を確認す

る。 

第２２回 
Microsoft Excel (4) 

：グラフの作成、グラフの特徴と利用 

事前学習 グラフの種類と特徴について調べてまとめる。 

事後学習 グラフの作成方法を確認する。 

第２３回 
Microsoft Excel (5) 

：関数の利用（if、count、rankなど） 

事前学習 
If関数について調べ、どのような場合に使われ

るのかを考える。 

事後学習 授業で取り上げた関数の使い方を確認する。 

第２４回 
Microsoft Excel (6) 

：基本機能を使った応用課題 

事前学習 これまでに学習したことを確認する。 

事後学習 応用課題に取り組み、操作と内容を理解する。 

第２５回 
Microsoft Excel (7) 

：数値データの処理、並べ替え、フィルタリング 

事前学習 
数値データの並べ替えについて調べて、どんな

利点があるのかを考える。 

事後学習 
数値データの扱い方について確認して理解を

深める。 

第２６回 
Microsoft Excel (8) 

：数値データ処理に関する応用課題 

事前学習 
学習した数値データ処理を今後どんなことに

活用できるのかを考える。 

事後学習 
応用課題を進め、Excel操作と数値データにつ

いて理解を深める。 

第２７回 
Microsoft Excel (9) 

： PowerPoint での表やグラフの利用 

事前学習 PowerPointでの図表の使い方を復習しておく。 

事後学習 

秋期の前半で取り組んだプレゼン課題のスラ

イドを確認して、表やグラフの改善点を検討す

る。 

第２８回 秋期の学習内容のまとめと確認 
事前学習 

これまでの学習を振り返り、理解が不十分なと

ころがないか確認する。 

事後学習 本授業で学んだことを、今後に役立てるため



 

 

に、これまでに取り組んだことを確認する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：現代社会におけるインターネットの利用についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業及び終了後に行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：SNSの利用における留意点につい情報モラルや情報リテラシーの観点からレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業及び終了後に行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
情報処理演習Ⅱ （4単位） 

３．科目番号 
GECM2304 

GECM2104 
２．授業担当教員 柴田 隆史 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

情報処理演習 I の内容は、情報の利用者側（受け手）の観点の内容が主であったが、本講義では、情報の

作成、加工、発信に関する内容を取り扱う。 

マルチメディア情報の作成や、Web 技術等は、現代社会の様々な局面で必要とされており、かつ、一部の

専門家が、これを担うのではなく、広く一般の人々が行うようになってきている。講義では、実習等を通し

て、情報発信者、あるいはコンテンツの作成者としての基礎的な素養を身に付ける。 

８．学習目標 

情報の発信者、作成者として必要な基礎技能を習得すると共に、社会の情報化の進展に伴って様々な問題

が顕在化している現状に鑑み、技術的側面だけでなく、情報そのものや情報機器、コンピュータネットワー

クを取り扱う際にどの様な姿勢で臨むべきかに関しても学習し、説明できるようになる事を目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中に学習テーマに沿った課題を出し、指定する期日までに提出する。履修者は、その進捗状況をもと

に学習内容の確認および復習を適宜行うこと。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

 資料を適宜配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.Webを使った情報発信者としての基礎的な技術を身に付けているか。 

2.情報そのものや情報機器・ネットワークを扱うことの有効性やリスクについて理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加 30％ 

2.課題や日常の学習状況 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 この講義では、映像メディアを自分で使いこなしていくための知識や技術を学びます。また、デジタル機

器に関しても言及します。自由な発想で積極的に演習に取り組んでほしいと思っています。 

13．オフィスアワー  初回授業で伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

：講義内容の確認、使用するソフトウェアの紹介、質

問・相談 

事前学習 

パソコンやスマートフォン、デジカメなどの利

用において、これまでに静止画像をどのように

使ったことがあるのかを確認する。 

事後学習 
パソコンにおけるマルチメディアの利用につ

いて考える。 

第２回 静止画像の基礎：ラスタ画像とベクタ画像 

事前学習 ラスタ画像とベクタ画像について調べる。 

事後学習 
ラスタ画像とベクタ画像の特徴の違いをまと

める。 

第３回 静止画像の基礎：ファイル形式、画像圧縮 
事前学習 jpeg（ジェイペグ）画像について調べる。 

事後学習 画像圧縮の種類と効果について確認する。 

第４回 
画像処理ソフトの活用 (1) 

：基本操作、フォトレタッチ事例紹介 

事前学習 
フォトレタッチをキーワードとして、その意味

することや事例について調べる。 

事後学習 
デジタルデータを扱うフォトレタッチの利点

について考える。 

第５回 
画像処理ソフトの活用 (2) 

：色調補正、明るさ、コントラスト、レイヤー 

事前学習 画像における色調補正について調べる。 

事後学習 
演習における課題を進め、取り組んでいる内容

の理解を深める。 

第６回 
画像処理ソフトの活用 (3) 

：色相、彩度、明度、テキスト 

事前学習 
書体について、種類とその特徴について調べ

る。 

事後学習 
演習における課題で扱った内容の理解を深め

る。 

第７回 

デジタル画像を扱うための基礎知識 

：解像度、色、印刷、プリンター、スキャナー、デジ

タルカメラ 

事前学習 
デジタル画像の解像度と周辺機器について調

べる。 

事後学習 

授業で用いた静止画像の解像度を確認して、特

徴を理解する。また、自分が使っているデジカ

メやスマートフォンなどで撮影できる写真の

解像度を調べる。 

第８回 プログラミングの基礎(1)：教育現場での動向 事前学習 小学校におけるプログラミング教育について



 

 

 

調べる。 

事後学習 

小学校で児童がプログラミング教育を行う際

に、どんな環境を使って学ぶのが良いか考え

る。 

第９回 プログラミングの基礎(2)：基本的な処理 

事前学習 

ビジュアルプログラミング言語を一つ取り上

げ、条件分岐や繰り返し処理の仕組みについて

調べる。 

事後学習 
ビジュアルプログラミング言語を用いて、プロ

グラムにおける動作の理解を深める。 

第１０回 Webデザイン：HTML、www、ブラウザ、タグ  

事前学習 

Web と HTML の関係性を調べる。自分がよく見

る web siteの HTMLを見て、分かったことをま

とめる。 

事後学習 
課題の内容を通して、HTMLについて理解を深め

る。 

第１１回 

演習 1：デジタル画像編集と Web ページ作成を組み合

わせた演習 

HMTLの構造 

事前学習 
Web site でどんな形式の静止画像が使われて

いるのかを調べる。 

事後学習 
課題を進めることで web における画像表示に

ついて理解を深める。 

第１２回 

演習 1：デジタル画像編集と Web ページ作成を組み合

わせた演習 

 ブラウザでの画像表示 

事前学習 
静止画像の種類や特徴について、再度確認し

て、理解を深める。 

事後学習 
課題を進めることで web における画像表示に

ついて理解を深める。 

第１３回 

演習 1：デジタル画像編集と Web ページ作成を組み合

わせた演習 

 画像表示、リンク、レイアウト 

事前学習 
いくつかの webを見て、そこで使われている静

止画像の解像度やファイル容量を調べる。 

事後学習 
課題の内容を通して web における画像表示に

ついて理解を深める。 

第１４回 

秋期イントロダクション 

：春期内容の確認と秋期に扱うテーマの説明と事例

紹介 

事前学習 
これまでに動画像をどのように使ったことが

あるのかを確認する。 

事後学習 
インターネットにおける動画像視聴の利点と

欠点を考える。 

第１５回 
動画像の基礎 

：動画像データ、圧縮技術、ディスクメディア 

事前学習 mpeg（エムペグ）動画について調べる。 

事後学習 
DVD と Blu-ray Disc の違いを、そこに記録さ

れる映像という観点から考える。 

第１６回 
動画像の基礎 

：ノンリニアビデオ編集、用語の確認 

事前学習 
ノンリニア編集でどんなことができるのかを

調べる。 

事後学習 
リニア編集とノンリニア編集の違いを確認す

る。 

第１７回 
動画編集ソフトの活用 (1) 

：基本操作の確認 

事前学習 
ビデオ編集ソフトにはどんなものがあるのか

を調べる。 

事後学習 

編集時におけるファイル（プロジェクトファイ

ルやムービーファイル）の扱いについて確認す

る。 

第１８回 
動画編集ソフトの活用 (2) 

：ビデオトラック、オーディオトラック 

事前学習 
動画像ファイルの種類について復習と確認を

する。 

事後学習 
課題を通して、動画像を扱うのに必要な知識と

スキルを確認する。 

第１９回 
動画編集ソフトの活用 (3) 

：エフェクト、トランジション 

事前学習 
ビデオ編集において、文字をどのように使えば

良いのかを調べる。 

事後学習 
課題を通して、動画像を扱うのに必要な知識と

スキルを確認する。 

第２０回 
動画編集ソフトの活用 (4) 

：タイトル、ムービー書き出し 

事前学習 
ビデオの書き出しをキーワードとして、どんな

ことを考慮すれば良いのかを考える。 

事後学習 
課題を通して、動画像を扱うのに必要な知識と

スキルを確認する。 

第２１回 新しい映像メディア表現とディスプレイ 
事前学習 

画像を表示するディスプレイに注目をして、ど

んな種類があるのかを調べる。 

事後学習 今後の映像表現の可能性について考える。 

第２２回 

演習 2：：デジタル画像編集とビデオ編集を組み合わせ

た演習 

 動画撮影、絵コンテ 

事前学習 課題の遂行に必要な準備を行う。 

事後学習 
課題を通して、動画像を扱うのに必要な知識と

スキルを確認する。 

第２３回 演習 2：：デジタル画像編集とビデオ編集を組み合わせ 事前学習 課題の遂行に必要な準備を行う。 



 

 

た演習 

 映像編集に必要な機器 
事後学習 

課題を通して、動画像を扱うのに必要な知識と

スキルを確認する。 

第２４回 

演習 2：：デジタル画像編集とビデオ編集を組み合わせ

た演習 

 ムービーの活用 

事前学習 課題の遂行に必要な準備を行う。 

事後学習 
課題を通して、動画像を扱うのに必要な知識と

スキルを確認する。 

第２５回 

演習 2：：デジタル画像編集とビデオ編集を組み合わせ

た演習 

 オーディオ 

事前学習 課題の遂行に必要な準備を行う。 

事後学習 
課題を通して、動画像を扱うのに必要な知識と

スキルを確認する。 

第２６回 

演習 2：：デジタル画像編集とビデオ編集を組み合わせ

た演習 

 ムービーの書き出しと動画形式 

事前学習 課題の遂行に必要な準備を行う。 

事後学習 
課題を通して、動画像を扱うのに必要な知識と

スキルを確認する。 

第２７回 課題発表 

事前学習 課題発表の準備を行う。 

事後学習 
周りの人の課題発表について、良い点を考え

る。 

第２８回 課題発表 

事前学習 課題発表の準備を行う。 

事後学習 
周りの人の課題発表について、良い点を考え

る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：JPEG 画像の圧縮率の違いによるデータ容量と画質の関係性と、それが関係する日常場面についてレ

ポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業及び終了後に行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：HDR (High Dynamic Range)の観点から画像やディスプレイについてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業及び終了後に行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
情報処理演習Ⅲ （4単位） 

３．科目番号 GECM3304 

２．授業担当教員 柴田 隆史 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この講義では、「情報処理演習Ⅰ」や「情報処理演習Ⅱ」で学んだ基礎知識や技術を基にして、さらに発展

的な内容を具体的な事例を用いて学習する。事例と演習により、これまでに学んだ情報処理をどのような場

面で活用できるのかを学ぶ。そのため、コンピュータを使った数値計算にとどまらず、さらに大きな枠組み

で情報処理について考えていく。具体的には、プログラミング言語として VBA言語を取り上げ、プログラミ

ングを構成する基本要素を、演習を行いながら学んでいく。また、データ分析に関しても扱い、調査や実験

の結果を導くために必要な技法を学ぶ。 

８．学習目標 

 情報処理において、コンピュータを使うための知識や技術は重要である。しかし、コンピュータは何かの

目的を達成するための道具であるという一面もある。そこで本講義では、履修者自らがコンピュータを使い

こなすための具体的な方法を調べて、どのようにしたらその目的を達成できるのかを考える。そのような考

え方や姿勢を習得し、操作できるようになることが本講義の目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中に学習テーマごとに出す課題に対するディスカッションなどを経て、最終的にプレゼンテーション

あるいはレポート作成をする。調査や検討などを授業時間外に行うこともある。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

 資料を適宜配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．Excelなどを用いたデータ分析の内容について理解できているか。 

２．VBAの基本的な事項を理解し、自分でプログラムを作成できるか。 

３．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業において課されるレポートや課題 30％ 

３．最終課題 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義では、学校教員や研究者として仕事をするときに役立つ考え方や技術を扱います。論文を調べたり、

数値を検証したり、分析をしたりと、若干高度な内容を含みますが、熱意があって積極的な履修者の参加を

期待します。 

13．オフィスアワー  初回授業で伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：講義内容の確認、履修者の知識

と技術の確認、質問・相談 

事前学習 

コンピュータによる数値処理やマルチメディ

ア活用、プログラミングについて、これまでど

んなことを行ったことがあるか確認する。 

事後学習 

自分の興味や関心、将来の希望などを考えたと

きに、統計解析やプログラミングがどのように

活用できるのかを考える。 

第２回 コンピュータの基礎知識と活用 

事前学習 
近年におけるコンピュータ利用について幅広

く調べる。 

事後学習 
学校におけるコンピュータ利用について考え

る。 

第３回 
統計学の基礎 (1) 

 平均値、標準偏差、標準誤差 

事前学習 
標準偏差をキーワードとして、その意味や使わ

れ方を調べる。 

事後学習 
具体的な事例に対して、統計学の観点から数値

データを考える。 

第４回 
統計学の基礎 (2) 

 平均値の比較 

事前学習 
T 検定をキーワードとして、その意味や使われ

方を調べる。 

事後学習 
具体的な事例に対して、統計学の観点から数値

データを考える。 

第５回 
統計学の基礎 (3) 

 クラス毎の成績を比較する演習課題 

事前学習 
学校教育における統計学の活用場面について

考える。 

事後学習 
課題を通して、統計学に関する基本的な知識を

確認する。 

第６回 
プログラミング教育 (1)：学校でのプログラミング教

育の動向 

事前学習 
小学校におけるプログラミング教育について

調べる。 

事後学習 
小学校でのプログラミング教育の現状と期待

についてまとめる。 



 

 

 

第７回 プログラミング教育 (2)：プログラミングの基本処理 
事前学習 

プログラミングでどんなことができるのかを

調べる。 

事後学習 プログラミングの基本処理についてまとめる。 

第８回 プログラミング教育 (3)：学習する環境 
事前学習 

小学校で児童がプログラミング教育を行う際

に、どんな環境を使って学ぶのが良いか考え

る。 

事後学習 学習環境についてまとめる。 

第９回 プログラミング教育 (4)：課題演習 

事前学習 
学校でのプログラミング教育の目的を整理す

る。 

事後学習 
課題を通して、プログラミングについて確認す

る。 

第１０回 調査研究の方法と分析 
事前学習 教育関係の研究事例について調べる。 

事後学習 研究の方法やデータ分析について考える。 

第１１回 
調査研究事例のリサーチとグループディスカッショ

ン：テーマの設定と演習 

事前学習 調べた事例について自分の考えをまとめる。 

事後学習 
グループで議論したことについてまとめ、さら

にそれに対する自分の考えをまとめる。 

第１２回 
調査研究事例のリサーチとグループディスカッショ

ン：論文などによる情報収集 

事前学習 調べた事例について自分の考えをまとめる。 

事後学習 
グループで議論したことについてまとめ、さら

にそれに対する自分の考えをまとめる。 

第１３回 
調査研究事例に関するまとめ：目的、調査方法につい

てまとめる 

事前学習 調べた事例と内容をまとめる。 

事後学習 必要なことをさらに調べて、考えをまとめる。 

第１４回 
イントロダクション：春期に行った内容の確認と復習、 

秋期の講義内容の確認 

事前学習 これまでに取り組んだ内容を確認する。 

事後学習 理解が不十分なところを復習する。 

第１５回 実験計画法、実験の進め方とまとめ方 
事前学習 

実験計画法をキーワードとして、どんなことな

のかを調べる。 

事後学習 実験の行い方についてまとめる。 

第１６回 
Microsoft Excel の確認と応用、関数を用いた統計処

理 

事前学習 
これまで使ったことがある Excelの関数を確認

する。 

事後学習 取り組んだ内容に関して確認して習得する。 

第１７回 Excel VBA (1)：基礎知識、基本操作 
事前学習 

VBA をキーワードとして、どんなことなのかを

調べる。 

事後学習 取り組んだ内容を確認する。 

第１８回 Excel VBA (2)：関数、演算子、変数 
事前学習 Excelにおけるマクロについて調べる。 

事後学習 取り組んだ内容を確認する。 

第１９回 Excel VBA (3)：制御構造 
事前学習 制御構造について調べ、その一例をあげる。 

事後学習 取り組んだ内容を確認する。 

第２０回 
プログラミングや映像制作による演習 (1) 

 テーマの設定 

事前学習 課題の遂行に必要な準備を行う。 

事後学習 
課題を進めることで、プログラミングや映像制

作について理解を深める。 

第２１回 
プログラミングや映像制作による演習(2) 

 テーマに関する調査 

事前学習 課題の遂行に必要な準備を行う。 

事後学習 
課題を進めることで、プログラミングや映像制

作について理解を深める。 

第２２回 
プログラミングや映像制作による演習(3) 

 課題を実現する方法の検討 

事前学習 課題の遂行に必要な準備を行う。 

事後学習 
課題を進めることで、プログラミングや映像制

作について理解を深める。 

第２３回 
プログラミングや映像制作による演習(4) 

 テーマに沿った演習 

事前学習 課題の遂行に必要な準備を行う。 

事後学習 
課題を進めることで、プログラミングや映像制

作について理解を深める。 

第２４回 
プログラミングや映像制作による演習(5) 

 テーマに沿った演習と課題抽出 

事前学習 
動作や表示を確認して、実験とまとめの準備を

する。 

事後学習 取得したデータの確認と整理をする。 

第２５回 
プログラミングや映像制作による演習(6) 

 テーマに沿った演習とまとめ 

事前学習 
動作や表示を確認して、実験とまとめの準備を

する。 

事後学習 取得したデータの確認と整理をする。 

第２６回 課題のまとめ 
事前学習 データに対する分析の方法を考える。 

事後学習 分析した結果に対して自分の考えをまとめる。 

第２７回 課題のレポート作成およびプレゼン 
事前学習 レポート作成とプレゼンに必要な準備をする。 

事後学習 レポート作成を進め、関連事項を調べる。 

第２８回 課題のレポート作成およびプレゼン 

事前学習 レポート作成とプレゼンに必要な準備をする。 

事後学習 
本授業で学んだことを、今後に役立てるため

に、これまでに取り組んだことを確認する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：日常生活や授業（教育場面）などにおいて、統計学と関係があると思うことを一つ取り上げてレポー

トにまとめなさい。 



 

 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業及び終了後に行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：小学校でのプログラミング教育について、その目的と内容を現代の情報化社会を踏まえた上でまと

め、さらに自分の考えをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業及び終了後に行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
情報セキュリティ （2単位） 

３．科目番号 EDIT3323 

２．授業担当教員 ロペス ルイス ミゲル 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

科目「コンピュータネットワークⅠ」と「Ⅱ」、「コンピュータサイエンスⅠ」と「Ⅱ」を履修済みであるこ

とが非常に望ましい。特に「コンピュータネットワークⅡ」で学ぶ概念は多く使われる。 

７．講義概要 

本科目では、コンピュータシステムおよびデータのセキュリティとプライバシー保護について学ぶ。具体

的には、システム保護、システムの信頼性、システムの欠陥への対処、データ保護と暗号、ハッキングとソ

ーシャルエンジニアリングについて演習を通じて、かなり高度な内容にまで踏み込み、情報セキュリティに

関する深い理解を図る。 

８．学習目標 

技術の面、国際および国内規程の面からみた情報セキュリティの基礎を学ぶ。 

IT に関しては、抽象的なことだけではなく、ハッカーの基本的技術を学び、また、今までの様々な事例を

見ながら、情報システムの欠陥をどう探すか、どう防ぐかを考えることができる。 

情報資産への脅威は、最近、ITが大部分を占めているが、IT以外にも多くのリスクが存在する。それらの

リスクの分析、評価の方法についても考えることが出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

IT系の科目では、スキルを身につけるのは一番大切なことですので、3回に1回程度、今まで勉強した内容に

ついて教科書や配布プリントをもって演習問題を提示し、それを授業中に解きます（例：セキュリティの基

礎概念、攻撃について・盗聴技術、攻撃について・身分の隠し方、攻撃からLANを守る・DMZの構造と役割）。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）編集『情報セキュリティ読本 改訂版－IT時代の危機管理入門―』実

教出版株式会社、2012年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

技術の面、国際および国内規程の面からみた情報セキュリティの基礎を学ぶことができたか。 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、小テスト、課題提出状況など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 
演習問題に真剣に取り組んでください。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ITに関する基礎知識（復習）第 1層と第 2層 
事前学習 「コンピュータネットワークⅡ」のプリント１を読む 

事後学習 今回出た専門用語を復習する 

第２回 ITに関する基礎知識（復習）第 3層以上 
事前学習 「コンピュータネットワークⅡ」のプリント 3を読む 

事後学習 今回出た専門用語を復習する 

第３回 ファイアウォールの仕組み 

事前学習 「コンピュータネットワークⅡ」のプリント 6を読む 

事後学習 
次回まで、問「IPアドレスから住所が特定できるので

すか？」に答えよ（インターネットで調べる） 

第４回 
IT システムに侵略するために必要な準備と知

識・身分の隠し方・証拠隠蔽の技術（演習） 

事前学習 教科書 pp.15~18、pp.84~85を読む 

事後学習 次回までに課題を完成させる 

第５回 暗号化と電子認証（1）暗号化の数学 
事前学習 教科書 p.95を読む 

事後学習 今回の課題演習を復習する 

第６回 暗号化と電子認証（2）暗号化の例 
事前学習 AESの仕組みを調べておく 

事後学習 今回の課題演習を復習する 

第７回 脅威とリスクについて（1）定義と分類 
事前学習 教科書 pp.10~12を読む 

事後学習 今回の課題演習を復習する 

第８回 脅威とリスクについて（2）演習 
事前学習 教科書 pp.13~14を読む 

事後学習 今回の課題演習を復習する 

第９回 
電子情報セキュリティに関する基準・法制度に

ついて・演習 

事前学習 教科書 pp.106、109と 111を読む 

事後学習 ネットで最近の著作権違反の事例を調べる 

第１０回 
現代社会における情報セキュリティの問題・演

習 

事前学習 教科書 p.134、1列目の頭文字の意味を復習する 

事後学習 
無償ソフトによる情報漏洩の事例を調べる（インター

ネット検索） 

第１１回 まとめ・演習（1）多肢選択テスト１ 
事前学習 教科書 p.134、2列目の頭文字の意味を復習する 

事後学習 今回の演習問題を復習する 

第１２回 まとめ・演習（2）多肢選択テスト２ 
事前学習 教科書 p.135の頭文字の意味を復習する 

事後学習 今回の演習問題を復習する 

第１３回 総合演習 

事前学習 前回の演習問題を復習する 

事後学習 
今後、授業で習ったインターネットサイトを時々閲覧

して情報セキュリティの最新情報を収集する 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「情報セキュリティの現状」 

インターネット等を検索してデータベースについて調べてレポートにまとめてください。 

レポート形式：MSワードファイル（1000字程度）。 
レポートのポイントは次の通り 
―話題になった最近の情報セキュリティの課題 

―個人情報漏洩事件の事例、フィッシングとは、ランサムウェアとは 
―対策の困難さ 



 

 

 

実施期限：第１回の授業後 
提出期限：第２回の授業開始時 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「マルウェア」 

教科書 pp26-34を読み、インターネット等を検索してマルウェアについて調べてレポートにまとめてください。 

レポート形式：MSワードファイル（1000字程度）。 
実施期限：第 10回の授業後 
提出期限：第 11回の授業開始時 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 人事管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4103 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 ヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源の中で、「ヒト」は最も重要な資源であると同時に最も管理が困難

な資源と言われている。この授業は、企業などの組織が「ヒト」をどのように効率的に管理しているかにつ

いて学ぶ。 

従来の日本企業の人事管理は、終身雇用や年功賃金を基本的な特徴とする管理を行っていた。企業に入社

すれば定年までの雇用が保障され、勤続を重ねるとともに昇進し、賃金も上がっていた。しかし、1990 年代

以降の日本企業はグローバル化の激しい企業間競争に直面し、従来の人事管理では対応できず、その対応を

迫られた。具体的には、雇用の多様化・流動化、成果主義の導入などがおこなわれた。 

この授業は、雇用環境の変化を踏まえたうえで、人事管理の現状および今後の方向性を検討する。 

８．学習目標 

1．1990 年代以降の雇用環境の変化を理解する。 

2．経営資源の中で最も重要な資源といわれている「ヒト」の管理について理解する。 

3．日本企業における「ヒト」の管理について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

雇用環境や人事管理に関するアサイメント（宿題）及びレポートを課す。（1,200字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

教材・資料は配布するが、以下の参考書を、本科目を学ぶための基本的な図書として使用する。 

【参考書】今野浩一郎著『人事管理入門（第 2版）』日本経済新聞出版社、2012。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．雇用環境の変化を正確に理解する。 

2．人事管理の具体的な管理方法を理解する。 

3．成果主義、脱時間給などを正確に理解する。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の４０％ 

２ 課題レポート等     総合点の４０％ 

３ 期末試験等       総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講生

は、下記のことを守ること。 

①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 

②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 

④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

⑤課題の提出期限を遵守すること。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

（人事管理論の対象と目的） 

事前学習 「働く」とはどういうことかを考える。 

事後学習 人事管理の目的を理解する。 

第２回 
人事管理の視点 

（人事管理の概念、組織戦略、日本型人事管理の特徴） 

事前学習 日本型人事管理について調べる。 

事後学習 海外と日本の人事管理の違いを理解する。 

第３回 
社員区分制度と社員格付け制度 

（雇用形態と二重ランキング・システム） 

事前学習 多様な働き方を調べる。 

事後学習 
雇用形態を理解した上で社員区分制度と社

員格付け制度の相違を整理する。 

第４回 
採用管理（1） 

（採用方針及び計画、労働市場、労働法） 

事前学習 人手不足経済下での採用について調べる。 

事後学習 労働市場と労働法との関連を理解する。 

第５回 
採用管理（2） 

（採用管理に関するディスカッション） 

事前学習 望ましい採用条件を調べる。 

事後学習 具体的な採用条件を理解する。 

第６回 
配置と異動 

（日本的な配置と異動） 

事前学習 配置・移動の管理について調べる。 

事後学習 日本型異動政策の功罪を理解する。 

第７回 
人事評価と昇進管理 

（人事評価の仕組み、目標管理、昇進管理） 

事前学習 昇進の具体例を調べる。 

事後学習 具体的な昇進・昇格を理解する。 

第８回 
給与と福利厚生（1） 

（労働費用の二面性、総額賃金管理、個別賃金管理） 

事前学習 労働費用の構成を調べる。 

事後学習 賃金管理と付加給付の管理を理解する。 

第９回 
給与と福利厚生（2） 

（脱時間給に関するディスカッション） 

事前学習 脱時間給の具体例を調べる。 

事後学習 脱時間給の目的を理解する。 

第１０回 
教育訓練 

（教育訓練制度、職業教育） 

事前学習 教育訓練のニーズを調べる。 

事後学習 企業内教育訓練の目的を理解する。 

第１１回 
労働時間と勤務形態 
（労働時間管理及び制度、新しい勤務形態） 

事前学習 労働時間の構成について具体例を調べる。 

事後学習 労働時間制度の弾力化を理解する。 



 

 

第１２回 
労使関係（1） 

（労使関係管理、労働組合、労働争議） 

事前学習 労働組合の役割について調べる。 

事後学習 日本的労使関係の特徴を理解する。 

第１３回 人事管理の今日的課題 

事前学習 現代の雇用問題を調べる。 

事後学習 
ディスカッションによって提示された雇用

問題を理解する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、日本型人事管理の意味について採用管理の視点も含め、レポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：補講授業を実施する。 

授業内容：「労働組合と経営の効率性に関するディスカッション」 

実施時期：第 9 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：労働組合と企業経営の具体例を調べる。 

事後学習：労働組合と企業経営との関連を理解する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
身体構造と機能Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 

SNMP2116 

SSMP2316 

SCMP2316 

SBMP2316 

SNMP2316 

２．授業担当教員 山下 喜代美 

４．授業形態 講義 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「人体の構造と機能および疾病」の単位を修得していること。また本科目は介護福祉士養成と教員養成（福

祉科）の必修科目となっている。この科目を履修した後に障害の理解Ⅰ認知症の理解Ⅰ発達と老化の理解Ⅱ

を履修すること 

７．講義概要 

介護実践に必要な知識という観点から、こころとからだのしくみについての知識を養う。 

日常生活行動の意義を再確認し、そのそれぞれの場面で機能するこころとからだのしくみを理解する。 

（身支度、活動、食事、入浴・清潔保持、排泄、睡眠、コミュニケーション） 

この科目を履修することで、利用者の状態を正しく理解し、提供する介護の根拠を説明できるようになる。 

８．学習目標 

１．身支度に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

２．日常生活の活動に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

３．食事に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

４．入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

５．排泄に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

６．睡眠に関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

７．コミュニケーションに関連したこころとからだのしくみを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「ADLを行うために必要な身体機能についてのまとめ」の提出を授業の進行に合わせて適宜指示する。 

毎回の授業をしっかり復習し、筆記試験に臨んで下さい。  

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『最新介護福祉士養成講座 11こころとからだのしくみ』中央法規出版。 

【参考書】『生理学の基本がわかる事典』西東社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．身体の基本的な構造と機能を理解したか。 

２．日常生活を行うために必要な身体の構造と機能を理解したか。 

○評定の方法 

 [授業への積極的参加度、授業で行う豆テスト、課題、期末試験を総合的に評価する] 

１ 授業への積極的参加   総合点の１０％ 

２ 豆テスト        総合点の１０％ 

４ 課題          総合点の２０％ 

３ 期末試験        総合点の６０％ 

  知識の定着が必要な科目であるため、期末試験に重点を置く。またそのことで知識を身に付ける必要性

を認識させ、学ぶ意欲を高めていく。 

12．受講生への 

メッセージ 

授業中の私語、携帯電話の使用は禁止します。 

わからないところは、積極的に質問してください。 

授業内容を理解し、復習をして筆記試験や期末試験に臨んでください。 

13．オフィスアワー 
別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義概要の説明  身体構造と機能について 

         日常生活動作について 

事前学習 
テキスト pp.40～51 を読み、身体の概

要をつかんでおく 

事後学習 テキスト pp.50-51の内臓を覚える 

第２回 
生命活動を調節する仕組み 

 恒常性の維持  呼吸器 

事前学習 
テキスト p52 を読み、呼吸のしくみを

理解しておく 

事後学習 恒常性の維持についてまとめておく 

第３回  循環器 血液 内分泌 免疫 
事前学習 

テキスト p.55 図 2-15 をみて全身の血

液の流れを理解しておく 

事後学習 プリントを見直し、覚える 

第４回 

身支度（洗顔、整髪、眼・耳・鼻・口の清潔、爪きり、更衣）に

関連する身体の基礎知識 

顔面、眼、鼻、口、指、爪の構造と機能 

事前学習 テキスト pp．112-113を読んでおく 

事後学習 プリントを見直し、覚える 

第５回 
身支度の意義 

身支度の動作に必要なこころとからだの機能   豆テスト① 

事前学習 
普段どのように身支度を行っているの

か考える 

事後学習 
身支度の動作と身体構造・機能をまと

める 

第６回 

日常生活の活動（姿勢保持、寝返り、起き上がり、立ち上がり、

歩行）に関連する身体の基礎知識 

骨、関節、筋、神経の構造と機能 

事前学習 心・肺機能を復習しておく 

事後学習 プリントを見直し、覚える 

第７回 
日常生活の活動の意義 

活動に必要なこころとからだの機能       豆テスト② 

事前学習 活動の意義を考える 

事後学習 活動動作と身体構造と機能をまとめる 

第８回 食事に関連する身体の基礎知識  事前学習 テキスト p55-57を読んでおく 



 

 

消化器管の構造と機能、必要な栄養素・水分量 

食事の意義 
事後学習 プリントを見直し、覚える 

第 9回 
入浴・清潔保持に関連する身体の基礎知識 

皮膚、頭髪、陰部の構造と機能 

事前学習 
テキスト pp.174を読み、皮膚の働きを

理解しておく 

事後学習 プリントを見直し、覚える 

第 10回 

入浴・清潔保持の意義 

入浴・清潔動作に必要なこころとからだの機能 

豆テスト④ 

事前学習 入浴の意義を考える 

事後学習 
入浴の動作と身体構造と機能をまとめ

る 

第 11回 

排泄に関連する身体の基礎知識 

泌尿器管の構造と機能、便、尿の生成のしくみ 

排泄の意義 

事前学習 大腸の働きを復習しておく 

事後学習 プリントを見直し、覚える 

第 12回 

睡眠に関連する身体の基礎知識 

睡眠の生理、睡眠パターン 

睡眠の意義 睡眠に必要なこころとからだの機能 豆テスト⑥ 

事前学習 睡眠の意義を考える 

事後学習 睡眠と身体構造と機能をまとめる 

第 13回 

コミュニケーションに関連する身体の基礎知識 

視覚、聴覚、発声に関する器官、言語中枢の構造と機能 

コミュニケーションの意義   

コミュニケーションに必要なこころとからだのしくみ 

事前学習 コミュニケーションの意義を考える 

事後学習 
コミュニケーションと身体構造と機能

をまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「食事動作に必要なこころとからだの機能 」 

        第 9回の授業内容を踏まえてレポートをまとめる。食事を摂るときに身体のどこがどのように働いて

いるのかを食べるプロセスに沿ってまとめる 

レポート用紙：A４用紙１枚 1200字程度  

実施時期：第 9回の授業後 

提出期限：第 10回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「排泄動作に必要なこころとからだの機能 」 

        第 12 回の授業内容を踏まえてレポートをまとめる。排泄の一連の動作を行うときに身体のどこがど

のように働いているのかをまとめる 

レポート用紙：A４用紙１枚 1200字程度  

実施時期：第 11回の授業後 

提出期限：第 12回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人体の構造と機能及び疾病／医学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1112 

２．授業担当教員 先崎 章 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

療・福祉・心理のあり方についても学び、福祉専門職者・心理専門職者として要求される最低限の医療、医

学の知識の習得を目標とする。さらに、最新の健康情報の検証も行う。 

具体的には、 

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

 えて理解する。 

●国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解する。 

 ●リハビリテーションの概要について理解する。 

８．学習目標 

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

の関係を踏まえて理解できるようになる。 

２．国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解できるようになる。 

３．リハビリテーションの概要について理解し、説明できるようになる。 

４．生活習慣病とその予防につき、健康増進の正しい方策について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

新聞等のマスメディアに出てきた疾患に関するニュースの中からグループで興味を持ったものをひとつ選

び、福祉、養護、保健、保育、心理などのそれぞれの立場から、支援をどう構築すればよいか検討を加える

（発表およびレポートの予定）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 第 1 巻 人体の構造と機能及び疾病-

医学一般』中央法規。 

【参考書】坂井健雄・橋本尚詞著『ぜんぶわかる人体解剖図』成美堂出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．心身の機能と身体構造を自分の体と日常生活に照らし合わせてできるようになったか。 

２．生活習慣病の理解と予防を考察できるようになったか。 

３．少子高齢社会におけるリハビリテーションを理解し、必要性を説明できるようになったか。 

４．厚労省が推進の高齢者の QOLの基本的な考えを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度や学習状況、レポート、期末テスト等を総合して評価する。 

授業への参加度 30％、レポート 30％、期末テスト 20％、発表能力 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

少子高齢社会において、養護、保健、福祉専門職者は無論のこと、また教育、保育や臨床心理専門職者に

おいても、保健・医療専門職者等と連携して地域社会の人々が健康で質の高い豊かな生活を送れるように支

援することが求められます。そのためには、健康をむしばみ、生活の質を低下させる病気、特に生活習慣病・

メタボリックシンドローム、高齢者特有の疾患及び精神疾患などの知識を自ら学び取ることが必要です。メ

ディアが報じるニュースの中でも日常的に取り上げられているので、将来の専門職者の立場からの問題を自

ら発見し、自ら解決する目で見るようにしましょう。 

現場にあっては、ヘルスケアプロフェッショナルチームの一員としての能力を開発する練習を授業でのグ

ループデイスカッション及びレポート作成・発表を通して出来る様にしましょう。又、ターミナルケアーや

健康寿命と介護予防の問題にも目を向けられるようになりましょう。 

13．オフィスアワー 木曜日（授業、会議のない時間帯） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

人の身体と精神の成長・発達及び老化 

事前学習 シラバスを熟読してくる。 

事後学習 
教科書の人の身体と精神の成長・発達を身体

と精神に分けてノートにまとめる。 

第２回 人体部位の名称と各臓器の構造及び機能 

事前学習 
人体部位と骨、臓器の名称をノートに記載し

ておく。 

事後学習 
心臓、腎臓、呼吸器、大脳をノートに図示し、

それぞれの機能を 5行以内で記載する。 

第３回 
疾病の概要 

脳血管循環器系統 

事前学習 
教科書の生活習慣病とその予防をノートに

まとめておく。 

事後学習 

教科書の悪性腫瘍、脳血管障害、心疾患、高

血圧について、各 5行でまとめ発表出来る様

にしておく 

第４回 内分泌系、呼吸器系統 

事前学習 内分泌とは？ノートに調べておく。 

事後学習 
糖尿病と慢性閉塞性肺疾患との類似点につ

いて 400字程度にまとめてみる。 

第５回 消化器系統、腎・尿路系統 

事前学習 
逆流性食道炎、肝硬変、膠原病を教科書で調

べて、ノートに記載しておく。 

事後学習 
教科書の腎不全、排尿障害、尿路感染症、前

立腺障害の要点をノートに各 5 行でまとめ



 

 

る。 

第６回 骨、関節及び感覚器の疾患系統 

事前学習 
骨粗鬆症、大腿骨頸部骨折について調べノー

トに記載しておく。 

事後学習 

関節ﾘｭｰﾏﾁと変形性膝関節症の違いを、関節

のイラストを加えて 400字程度にまとめてみ

る。 

第７回 感染症、神経疾患と難病 

事前学習 
感染症のうち、特に結核について、歴史的な

発症経過を踏まえて調べてくる。 

事後学習 

教科書の介護保険の特定疾病について、難病

との関係についても言及して、まとめてみ

る。 

第８回 先天性疾患、高齢者に多い疾患 
事前学習 

教科書の先天性疾患を一つノートにまとめ

ておく。 

事後学習 高齢者に多い疾患の特徴を発表できる 

第９回 
障害概要 1．視覚・聴覚・平衡機能障害、肢体不自由

障害 2．内部・知的・発達障害 

事前学習 
障害と疾病の違いはなにか？ ノートに要

点を書いておく。 

事後学習 
知的障害と発達障害について、各 400字程度

にまとめてみる。 

第１０回 認知症、高次機能障害、精神障害 

事前学習 

認知症の人にあったことはありますか？認

知症、そして高次脳機能障害の症状をノート

にまとめておく。 

事後学習 
教科書を読み、認知症、高次脳機能障害、精

神障害について各 5行以内にまとめておく。 

第１１回 
国際生活機能分類の考え方；環境因子と個人因子、 健

康とは？ 日本人の健康、職業との関係 

事前学習 
教科書の国際生活機能分類の考え方をノー

トにまとめておく。 

事後学習 
あなたにとっての健康の概念を 400字にまと

めてみる。 

第１２回 課題調査の発表会 

事前学習 
グループメンバーで発表準備を行う。資料の

精査及び発表手順の確認。 

事後学習 
各グループの発表についての評価を 400字に

まとめる。 

第１３回 総合まとめ 
事前学習 

学習用ノート・レジメを振り返り、これまで

の学びと考察を振り返る。 

事後学習 学習用ノート・レジメを振り返る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ；第１回～第４回の講義内容を踏まえて「悪性腫瘍、脳血管障害、心疾患、高血圧、糖尿病」について

教科書を参考にレポート用紙１枚にまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第８回の授業後 

提出期限：第９回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

２ 

課題研究テーマ；第５回～第１０回の講義内容を踏まえて「リハビリテーションとは、対象の疾病と障害、担当専門職

種」について教科書を参考にレポート用紙１枚にまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第１０回の授業後 

提出期限：第１１回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

 
 



１．科目名（単位数） 発達と老化の理解Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 SNMP2110 

２．授業担当教員 中里 克治 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

介護福祉士は、あらゆる年齢の障害者の介護を行う。したがって、生涯発達について、胎児期から老年期にいたるま

でのすべての過程を学ぶ必要がある。正常な発達の学びの上に障害児の心理を学ぶことが大切である。そこで、本講義

では、胎児期・乳児期から中年期までの発達について学ぶ。 

８．学習目標 
生涯発達の視点から、誕生から青年期に至るまでの過程を中心に学ぶ。正常な発達と発達の障害を対比しながら理解

し、説明できるようになる。その中で、どのような支援が可能であり、また、求められているかについても学んでゆく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

随時、課題を出すが、最終のレポートを書いてもらう。 

最終レポート課題：青年期の特長について、青年期前期と青年期後期を区別し、アイデンティティの獲得とモラトリア

ムの意味についての考察をふくめながら、2000字程度で述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

無藤ほか編『よくわかる発達心理学』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の方法 評価方法は、レポ－ト 50％、日常の授業態度（質問の受け答えなど）50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

前半で学ぶことは皆さんがすでに経験したことであるが、後半で学ぶ事はこれから体験することである。心理学では

問題を自分のこととして考える態度が大切である。家族など身近な人々の体験からも多くを学ぶことができる。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 発達とは、胎児期と乳児期 
事前学習 受精・出産から歩くまでの成長について調べてまとめる。pp.2-39 

事後学習 基本的信頼はどのように獲得されるか考えてまとめる。主にプリントを参考にして 

第２回 
幼児期初期 

（よちよち歩き期） 

事前学習 歩行と移動能力、トイレットトレーニングについて調べてまとめる。pp.38-39 

事後学習 自律はどのように獲得されるか考えてまとめる。主にプリントを参考にして 

第３回 幼児期 
事前学習 遊びの発達について調べてまとめる。pp.72-75 

事後学習 自主性はどのように獲得されるか考えてまとめる。主にプリントを参考にして 

第４回 児童期 
事前学習 小学校入学とはどういうことか調べてまとめる。pp.86-87 

事後学習 勤勉性はどのように獲得されるか考えてまとめる。主にプリントを参考にして 

第５回 こども期の発達（まとめ） 
事前学習 

子どもと大人はどう違うか考えてまとめる。子ども特徴を考え、それを大人であるこ

との定義と比べてみる。大人の定義は自分で考えてみる。 

事後学習 大人になるとはどういうことかもう一度考え直してまとめる。 

第６回 青年期前期 

事前学習 第 2次性徴の発現とそれに伴う心の変化について調べてまとめる。pp.105-107 

事後学習 
大人の体と大人と子どもの両方の心を持つことのアンバランスについて調べてまと

める。主にプリントを参考にして 

第７回 青年期後期 
事前学習 仲間と自分、自分の世界について考えてまとめる。前回のプリントを参考にして 

事後学習 アイデンティティの獲得はできるか、自分はどの常態化について考えてまとめる。 

第８回 成人初期 
事前学習 大人になるとはどういうことか考えてまとめる。社会の中での役割と責任を中心に。 

事後学習 親密性はどう獲得されるか調べてまとめる。主にプリントを参考にして 

第９回 中年期１ 
事前学習 親になるということについて考えてまとめる。pp.128-131 

事後学習 生殖性はどう獲得されるか考えてまとめる。主にプリントを参考にして 

第１０回 中年期２ 
事前学習 中年期の危機について調べてまとめる。pp.142-143 

事後学習 中年期の危機、停滞について調べてまとめる。主にプリントを参考にして 

第１１回 
発達障害：自閉症スペクト

ラム 

事前学習 自閉症について調べてまとめる。p.168 

事後学習 高機能自閉症について調べてまとめる。主にプリントを参考にして 



第１２回 発達障害：ADHDと学習障害 
事前学習 自閉症以外の発達障害について調べてまとめる。pp.168-169 

事後学習 ADHDと学習障害の生きにくさについて考えてまとめる。主にプリントを参考にして 

第１３回 知的障害と知能の問題 
事前学習 知的障害の原因について調べてまとめる。p.168 

事後学習 知的障害と正常知能は連続しているか調べてまとめる。主にプリントを参考にして 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第１回～第４回の講義内容を踏まえて、「乳児期から児童期までの 

子ども時代」についてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000字程度） 

実施時期：第５回の授業後に実施する。 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は毎回の授業で随時受け付ける。 

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：第６回～第１０回の講義内容を踏まえて、「青年期と中年期の違い」についてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000字程度） 

実施時期：第１０回の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１３回授業後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は毎回の授業で随時受け付ける。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2単位） 

３．科目番号 GELA1111 

２．授業担当教員 加藤 宏一 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学部生は、先に「心理学入門」を履修することが望ましい。 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分野

における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理解

を図るものである。 

８．学習目標 

1. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2. 心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3. 心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4. 心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5. 心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

テーマごとに、随時、講義のまとめ、演習課題、小レポートを提出してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】手島茂樹 渡辺映子（編著）『スタンダード心理学』おうふう出版。 

【参考書】必要に応じて、適宜紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への

積極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得

点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

以下のことを期待します。（禁止事項については授業にて） 

1．「予習→授業→復習」サイクルの学び 

2．積極的な授業参加（発言、質問、ディスカッション） 

3．「授業のまとめ」、その他の提出物の期限の厳守 

13．オフィスアワー 授業時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 心理学とは？：概要／諸領域／研究法 
事前学習 テキストの準備 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成する 

第２回 心理学史 
事前学習 テキスト第 1章を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成する 

第３回 感覚と知覚①：基本的メカニズム 
事前学習 テキスト第 2章 1節を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成する 

第４回 感覚と知覚②：日常生活と応用 
事前学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第５回 認知心理学：記憶 
事前学習 テキスト第 2章 2節を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第６回 認知心理学：思考と注意 
事前学習 テキスト第 2章 3－4節を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第７回 発達心理学 
事前学習 テキスト第 3章を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第８回 社会心理学 
事前学習 テキスト 4章を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第９回 学習心理学①：レスポンデント条件づけ 
事前学習 テキスト第 6章を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第１０回 学習心理学②：オペラント条件づけ 
事前学習 テキスト第 6章を再読する 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める  

第１１回 人格心理学 
事前学習 テキスト第 5章を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第１２回 臨床心理学 
事前学習 テキスト第 10-11章を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第１３回 健康心理学 
事前学習 テキスト第 12章を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 7回までの講義内容について、ワークシート及びレポートにまとめなさい。 

レポート形式：ワークシートを配布する。レポートは A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出時期：第 8回の授業開始時に提出する。 



 

 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：返却レポートの修正と再提出を実施する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 13 回までの講義およびテキスト 10～12 章の内容を踏まえ、自身の性格またはストレス状態の特

徴についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：レポートは A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出時期：第 14回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 15回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：返却レポートの修正と再提出を実施する。 
 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理学研究法 （4単位） 

３．科目番号 PSMP3122 

２．授業担当教員 太田 信夫 

４．授業形態 講義・実習・演習(ディスカッションを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学入門、心理学概論、統計学、心理統計法、心理学基礎実験の全てを履修済みであること。 

７．講義概要 

 心理学は、具体的に見ることのできない人の心を対象としていることから、一般の人にも興味を持たれや

すい学問であり、身近なもののように思われる。しかし学問としての心理学は実証科学としての性格を持っ
ており、具体的に見ることのできる対象を扱う自然科学の方法論と共通するところが多い。そのため、心理
学を研究する際、具体的に見ることのできない心を見えるようにするための工夫が求められることから、人

の心という対象を実証科学的に扱う方法は、本質的な難点を伴っている。 

 そこで、本科目では、心理学を科学として研究するための代表的な方法である実験法、調査法、観察法、
検査法、面接法等について、それぞれの長所短所の両面、並びに研究における倫理を学び、実践するための

質及び量のデータを用いた実証的な思考方法を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

1.科学としての心理学であることの認識を持ち、実証科学的研究方法(量的研究および質的研究)の手順を理解

する。 

2.心理学の代表的な研究方法について理解し、自らの言葉で説明できるようになる。 

3.心理的な問題をいかに研究に乗せていくかについて、自ら考え、実践できるようになる。 

4.心理学研究における倫理とそれを遵守することの重要性を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書の各章についてその内容をまとめる。これは、学習の再確認をし、学習の定着をはかるために行う。

同時に、内容についての感想もまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

高野陽太郎・岡 隆(編)『心理学研究法―心を見つめる科学のまなざし─』有斐閣、2015 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.科学としての心理学であることの認識を持ち、実証科学的方法の手順を理解していること 

2.心理学の代表的な研究方法について理解し、自らの言葉で説明できること 

3.心理的な問題をいかに研究に乗せていくかについて、倫理的な問題を含めて、自ら考え、実践できること 

○評定方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加)30％、グループ発表 30％、試験(小テスト、課題レポート)40％として算出した合計得点により成績

評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

自分の頭を使って考えましょう。積極的に発言をしましょう。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 調査法（概観） 
事前学習 第 10章の前半を読む 

事後学習 本時の学習をノートにまとめる 

第２回 調査法（質問紙の作成） 
事前学習 第 10章の後半を再度よく読む 

事後学習 質問紙の作成の修正を行うこと 

第３回 調査法（各グループで質問紙の作成・） 
事前学習 第 10章を通読する 

事後学習 質問紙調査実施の準備をする 

第４回 調査法（実施と結果の集計・分析） 
事前学習 集計・分析の仕方を考える 

事後学習 本時の学習をノートにまとめる 

第５回 調査法（各グループで発表、全体討議） 
事前学習 発表の準備をする 

事後学習 発表についての反省点をまとめる 

第６回 調査法（各グループで発表、全体討議） 
事前学習 発表の準備をする 

事後学習 発表についての反省点をまとめる 

第７回 観察法（概観） 
事前学習 第 11章を読む 

事後学習 本時の学習をノートにまとめる 

第８回 観察法（観察用紙の作成） 
事前学習 第 11章を再度読む 

事後学習 観察用紙の作成のさらなる修正を 

第９回 観察法（結果の発表と検討、講義） 
事前学習 観察用紙を完成させる 

事後学習 本時の学習をノートにまとめる 

第１０回 観察法（まとめ） 
事前学習 第 11章を通読する 

事後学習 第 11章をまとめる 

第１１回 面接法（概観） 
事前学習 第 13章を読む 

事後学習 本時の学習をノートにまとめる 

第１２回 面接法（面接の実施練習） 
事前学習 第 13章を再度読む 

事後学習 本時の学習をノートにまとめる 

第１３回 面接法（まとめ） 
事前学習 第 13章を通読する 

事後学習 第 13章をノートにまとめる 

第１４回 検査法（信頼性・妥当性） 事前学習 第 12章を読む 



 

 

事後学習 本時の学習をノートにまとめる 

第１５回 検査法（標準化）、 
事前学習 第 12章を再度読む 

事後学習 第 12章をノートにまとめる 

第１６回 検査法（まとめ） 
事前学習 第１２章を通読する 

事前学習 検査法全体についてノートにまとめる 

第１７回 科学と実証 
事前学習 第 1章を読む 

事後学習 第 1章をノートにまとめる 

第１８回 実験と観察・実験的実証の手続き 
事前学習 第 2,3章を読む 

事後学習 第 2,3章をノートにまとめる 

第１９回 実験計画の立案、実施、結果、考察 
事前学習 第 1,2,3章の復習をする 

事後学習 本時の学習をノートにまとめる 

第２０回 実験計画を各グループで作成する 
事前学習 いくつかの実験計画を考える 

事後学習 いくつかの実験計画の再検討をする 

第２１回 実験の実施、結果の集計、分析する 
事前学習 実験実施の準備をする 

事後学習 実験実施の反省点などをまとめる 

第２２回 実験法（グループ発表 
事前学習 発表の準備をする 

事後学習 発表についての反省点などをまとめる 

第２３回 実験法（独立変数） 
事前学習 第４章を通読する 

事後学習 授業で扱った問題につてノートにまとめる 

第２４回 実験法（従属変数） 
事前学習 第５章を通読する 

事後学習 授業で扱った問題につてノートにまとめる 

第２５回 実験法（剰余変数） 
事前学習 第６章を通読する 

事後学習 授業で扱った問題につてノートにまとめる 

第２６回 実験法（全体のまとめ） 

事前学習 実験法全体の復習をする 

事後学習 
心理学研究法の授業全体について感想をまと
める 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：各自、自分のグループの調査結果の報告書を作成し提出する。目的、方法について詳細に書くこと。 

形式：A4用紙数枚 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。提出後の指導は、第１０回の授業後に行う。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：各自、自分のグループの調査結果の報告書を作成し提出する。結果と考察について詳細に書くこと。 

形式：A4用紙数枚 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回授業開始時に提出する。提出後の指導は、第１２回の授業後に行う。 

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

課題研究

３ 

課題研究テーマ：「観察法、面接法、検査法のそれぞれの研究法について長所短所を述べ、その研究法の特徴について

まとめなさい。」 

形式：A4用紙２枚程度 

実施時期：第１６回の授業後に実施する。 

提出期限：第１７回授業開始時に提出する。提出後、添削指導、質疑応答、意見交換は、第２０回授業終了後に行う。 

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

課題研究

４ 

課題研究テーマ：「これまで学んできた調査法、観察法、面接法、検査法などを例に上げながら、心理学研究法の難し

さについて述べなさい。」 

形式：A4用紙２枚程度 

実施時期：第１６回の授業後に実施する 

提出期限：第１７回授業開始時に提出する。提出後、添削指導、質疑応答、意見交換は、第２０回授業終了後に行う 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学研究法 （4単位） 

３．科目番号 
PSMP3122 

EDPS3301 
２．授業担当教員 岡本 香 

４．授業形態 講義・実習・演習(ディスカッションを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学入門、心理学概論、統計学、心理統計法、心理学基礎実験の全てを履修済みであること。 

７．講義概要 

 心理学は、具体的に見ることのできない人の心を対象としていることから、一般の人にも興味を持たれや
すい学問であり、身近なもののように思われる。しかし学問としての心理学は実証科学としての性格を持っ

ており、具体的に見ることのできる対象を扱う自然科学の方法論と共通するところが多い。そのため、心理
学を研究する際、具体的に見ることのできない心を見えるようにするための工夫が求められることから、人
の心という対象を実証科学的に扱う方法は、本質的な難点を伴っている。 

 そこで、本科目では、心理学を科学として研究するための代表的な方法である実験法、調査法、観察法、
検査法、面接法等について、それぞれの長所短所の両面、並びに研究における倫理を学び、実践するための
質及び量のデータを用いた実証的な思考方法を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

1.科学としての心理学であることの認識を持ち、実証科学的研究方法(量的研究および質的研究)の手順を理解

する。 

2.心理学の代表的な研究方法について理解し、自らの言葉で説明できるようになる。 

3.心理的な問題をいかに研究に乗せていくかについて、自ら考え、実践できるようになる。 

4.心理学研究における倫理とそれを遵守することの重要性を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは、授業時間内でできなかった作業とします。またレポート課題は、各研究法の報告レポー

トとします。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特になし。適宜資料を配付する。 

【参考書】 

高野陽太郎･岡隆(編)『心理学研究法-心を見つめる科学のまなざし-』有斐閣アルマ。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.科学としての心理学であることの認識を持ち、実証科学的方法の手順を理解していること 

2.心理学の代表的な研究方法について理解し、自らの言葉で説明できること 

3.心理的な問題をいかに研究に乗せていくかについて、倫理的な問題を含めて、自ら考え、実践できること 

○評定方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積極

的参加)30％、グループ発表 30％、試験(小テスト、課題レポート)40％として算出した合計得点により成績評

価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は、認定心理士資格取得のために履修が必要となる科目です。したがって、心理学を専門的に勉強

したいという学生が受講しているという前提のもとに、心理学の専門的な内容に踏み込んで講義を行います。

授業中に私語や居眠りをしていると、授業の内容の理解が困難になりますので、「やる気」を持って臨みまし

ょう。また授業内において、課題に取り組むために必要な作業を説明しますので、必要に応じて、各自で「自

分が何をなすべきか」を考えて行動してください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・実証とは１：科学と実証 
事前学習 

心理学基礎実験の配布資料を再読して、復習す

ること。 

事後学習 配付資料を読み直して、復習すること。 

第２回 実証とは２：実証の手続き 
事前学習 

配付資料を読み、意味の分からない用語につい

て調べること。 

事後学習 配付資料を読み直して、復習すること。 

第３回 実験法１：実験法とは、実験課題の説明 
事前学習 

「独立変数」、「従属変数」、「剰余変数」、「条件

統制」の言葉の意味を確認すること。 

事後学習 実験法の考え方について復習すること。 

第４回 実験法２：実験の計画 
事前学習 実験計画を立てるための準備をすること。 

事後学習 実験計画に不備がないかを確認すること。 

第５回 実験法３：実験の実施 
事前学習 実験実施のための準備をすること。 

事後学習 実験データを整理すること 

第６回 実験法４：データの整理と分析 
事前学習 分析方法の確認をすること。 

事後学習 分析結果の解釈をすること。 

第７回 実験法５：結果の報告（発表） 
事前学習 結果報告の準備をすること。 

事後学習 学んだことをまとめること。 

第８回 実験法６：結果の報告（発表） 
事前学習 結果報告の準備をすること 

事後学習 学んだことをまとめること。 

第９回 調査法１：調査法とは、 
事前学習 「質問紙調査の長所短所」を確認すること。 

事後学習 質問紙調査の特徴について復習すること。 

第１０回 調査法２：調査法課題の説明 
事前学習 

「リサーチクエスチョン」、「仮説」の言葉の意

味を調べること。 

事後学習 質問紙を完成させること。 



 

 

第１１回 観察法１：観察法とは、観察課題の説明 
事前学習 「観察法の長所短所」を確認すること。 

事後学習 観察調査の特徴について復習すること。 

第１２回 観察法２：観察の実施 

事前学習 
観察調査の手順を確認し、実施の準備をするこ

と。 

事後学習 
観察調査を実施した際の手順を文章化するこ
と。 

第１３回 観察法３： データの整理 

事前学習 調査データを整理すること。 

事後学習 
調査データを整理し、わかったことをまとめる
こと。 

第１４回 観察法４：データの整理と結果報告の準備 
事前学習 調査データからわかったことを整理すること。 

事後学習 調査データからわかったことを解釈すること。 

第１５回 観察法５：結果の報告（発表） 
事前学習 結果報告の準備をすること。 

事後学習 学んだことをまとめること。 

第１６回 観察法６：結果の報告（発表） 
事前学習 結果報告の準備をすること。 

事後学習 学んだことをまとめること。 

第１７回 面接法１：面接法とは、面接課題の説明 
事前学習 「面接法の長所短所」を確認すること。 

事後学習 面接調査の特徴について復習すること。 

第１８回 面接法２：面接調査の計画 
事前学習 面接調査の計画に必要な準備をすること。 

事後学習 面接調査の計画に不備がないか確認すること。 

第１９回 面接法３：データの整理 

事前学習 面接調査を実施してくること。 

事後学習 
調査データを整理し、わかったことをまとめる

こと。 

第２０回 面接法４：データの整理と結果報告の準備 
事前学習 調査データからわかったことを整理すること。 

事後学習 調査データからわかったことを解釈すること。 

第２１回 面接法５：結果の報告（発表） 
事前学習 結果報告の準備をすること 

事後学習 学んだことをまとめること。 

第２２回 面接法６：結果の報告（発表） 
事前学習 結果報告の準備をすること。 

事後学習 学んだことをまとめること。 

第２３回 
研究法のまとめ１：心理学レポートの書き方と研究

倫理 

事前学習 
心理学基礎実験の配布資料を再読して、復習す

ること。 

事後学習 配付資料を読み直して、復習すること。 

第２４回 研究法のまとめ２：レポート作成 
事前学習 

レポート作成の際に引用できそうな論文を探

して手元に準備すること。 

事後学習 レポートを完成させること。 

第２５回 研究法のまとめ３：レポート発表 
事前学習 レポートの発表準備をすること。 

事後学習 学んだことをまとめること。 

第２６回 研究法のまとめ４：レポート発表、総括 
事前学習 レポートの発表準備をすること。 

事後学習 学んだことをまとめること。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：質問紙調査の長所短所について調べ学習をし、まとめる。 

形式：配布されるワークシートに書き込む 

実施時期：第１０回授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第２６回授業開始時。その際、授業時間内において要点の解説を行う。 

事後学習：第２６回授業時の解説を聞いて、自分で要点をまとめなおす。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：質問紙調査の手順について調べ学習をし、まとめる。 

形式：配布されるワークシートに書き込む 

実施時期：第１０回授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第２６回授業開始時。その際、授業時間内において要点の解説を行う。 

事後学習：第２６回授業時の解説を聞いて、自分で要点をまとめなおす。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：質問紙調査の回答形式について調べ学習をし、まとめる。 

形式：配布されるワークシートに書き込む 

実施時期：第１０回授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第２６回授業開始時。その際、授業時間内において要点の解説を行う。 

事後学習：第２６回授業時の解説を聞いて、自分で要点をまとめなおす。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：質問紙調査で用いる尺度の信頼性と妥当性について調べ学習をし、まとめる。 

形式：配布されるワークシートに書き込む 

実施時期：第１０回授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第２６回授業開始時。その際、授業時間内において要点の解説を行う。 

事後学習：第２６回授業時の解説を聞いて、自分で要点をまとめなおす。 

 

 

 

 



１．科目名（単位数） 心理学研究法演習Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 PSMP4371 

２．授業担当教員 

石川 清子、岡本 香、加藤 宏一、新井 雅人、齋藤 瞳、 

武内 智弥、野口 理英子、鈴木 克也、他 

＊指導教員を一人選び、論文作成のための指導を受ける授業です。 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学研究法演習Ⅰ」の単位取得後に受講可能です。 

７．講義概要 

心理学関連分野における近年の課題を探し出し、その課題達成に結びつくような研究テーマの設定を試み

る。さらに、演習形式により調査法・実験法・介入法・質的研究法などを選択してデータの収集を行い、デ

ータの分析および得られた分析結果の考察までを行う。学生自身が心理学における知見と自らの興味関心と

を結びつけながら研究テーマの設定を行い、研究計画から研究実施や考察までを行うことにより、心理学的

研究を行うための基礎力を身につける。 

８．学習目標 
心理学研究法演習Ⅰの研究計画に基づいて、データの収集、分析、考察を行う。詳細については、担当教

員が授業の中で提示する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

担当教員が授業の中で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

担当教員が授業の中で提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 心理学研究法Ⅰの研究計画に基づいて、データの収集、分析、考察を行うことができる。 

○評価の方法 

学則で定められた単位取得の条件を満たしていることを前提として、卒業論文の草稿となるレポート（論

文の現物、報告書、分析資料、メモなど）の提出 100% 

12．受講生への 

メッセージ 

担当教員が授業の中で提示する。 

13．オフィスアワー 
担当教員が授業の中で提示する。 

 

14．授業展開及び授業内容 

担当教員 授業内容 

石川 清子 

【授業概要】人間科学における近年の問題・課題を探し出し、その問題・課題の解明に向けた研究テーマの設

定を試みる。学生自身が心理学における知見と自らの興味関心とを結びつけながら研究テーマの設定を行

い、研究計画から研究実施や考察までを行うことにより、心理学的研究を行うための基礎力を身に着ける。 

【研究領域】教育臨床心理学・自己価値・本来性・動機づけ・家族心理学 

【受講者へのメッセージ】 

日常生活の環境の中から、当たり前のことに疑問を持てるような感覚を大切にしていただきたいと思いま

す。自己や他者の内面的な心の動きに耳を傾け、見つめる研究に興味のある人、量的研究のみならず質的研

究に強い関心がある人に、参加していただきたいと思います。 

【オフィスアワー】第一回講義にてお知らせします。 

加藤 宏一 

【授業概要】心理学研究法演習Ⅰで作成した研究計画書に基づいて、研究を実施します。実際にデータを収集

し、結果を分析することによって、設定した仮説を検証し、研究の成果や限界などについて具体的に考察

します。また、今後の研究の方向性や検証すべき課題についても明らかにしていきます。 

【研究領域】認知心理学または学習心理学の領域における実験的手法を用いた研究。 

【受講者へのメッセージ】皆さんが心理学関連の授業で学んでいる心理学の理論や知見は、すべてこうした地

道な研究の積み重ねから得られたものです。心理学研究法演習Ⅰと同様に、授業外でも自ら積極的に学習

し、研究の楽しさ・難しさを知ってもらいたいと思います。また、常に、自らの研究の発展や社会的意義

を意識して、研究に取り組んでもらいたいと思います。 

【オフィスアワー】 授業にて通知する。 

齋藤 瞳 

【授業概要】自身で立案した研究計画に基づき、データの収集・解析を行い、卒業論文の執筆を行う。そし

て、研究成果に関するプレゼンテーションを行うことにより、第三者に知見を伝えるスキルを身につける

ことを目指す。 

【研究領域】心身医学、臨床心理学 

【受講生へのメッセージ】卒業論文を完成させるためには、大きな努力、途中で投げ出さない強い気持ちが

必要となります。最後までやり遂げられた時には、一回り成長した自分に出会えるかもしれませんね。 

【オフィスアワー】初回授業でお知らせします。 

岡本 香 

【授業目的】心理学研究法演習Ⅰで作成した研究計画書に基づいて研究を実施し、その成果をまとめること

を目的とします。 

【研究領域】社会心理学 

【受講者へのメッセージ】研究を進めるのは受講生自身です。受講生自身が、自ら学び、自ら考え、積極的

に研究に取り組むことを求めます。 

【オフィスアワー】 第１回の授業内にて通知します。 

新井 雅人 

【授業概要】心理学研究法Ⅰに続き、自身の卒業研究の計画を練っていく。データを集め、結果について検

討して論文にまとめていく。 

【研究領域】臨床心理学（実験研究） 



【受講者へのメッセージ】卒業研究は、どれだけ主体的に取り組みエネルギーをさけるかによって、出来が

大きく変わると思います。頑張ってください。 

【オフィスアワー】別途連絡します。 

武内 智弥 

【授業概要】心理学研究法Ⅰで検討した研究計画に基づいて、心理臨床領域における課題を見い出し、その

解明に向けた卒業研究を実施します。心理学の文化、枠組みに沿って、自分で研究計画を建て、データを

収集し、分析を行います。それらを論文にまとめ、プレゼンテーションを行うことで、心理学研究を行う

ための基礎力を培います。 

【研究領域】心理臨床学、臨床動作学 

【受講者へのメッセージ】単なるノルマとしてではなく、意欲的に取り込むことが必要となります。いろい

ろなことに向き合う覚悟をもって臨みましょう。心理学研究法演習 Iのシラバスも読んでおいてください。 

【オフィスアワー】初回の授業にてお知らせします  

野口 理英子 

【授業概要】心理学研究法演習Ⅰで作成した研究計画書に基づいて、卒業研究を進めます。データを収集し、

分析結果をもとに考察した内容を論文にまとめます。 

【研究領域】臨床心理学、認知行動療法 

【受講者へのメッセージ】論文の執筆では、たった一行、一文字を書くために大きな努力を要することがあ

ります。卒業研究が形になったときに、そのことを実感すると思います。めげずに頑張りましょう。 

【オフィスアワー】 別途連絡します。 

鈴木 克也 

【授業概要】心理学研究法Ⅰで作成した研究計画書に基づき、研究を実施します。実際にデータを収集し、

分析を行い、卒業論文を執筆します。 

【研究領域】臨床心理学、保育施設における保護者支援 

【受講者へのメッセージ】卒業研究を進めるためには、自発的に、主体的に取り組むことが重要です。卒業

研究を進めることは根気のいる作業であり、決して楽なことではありませんが、最後までやり抜いていた

だきたいと思います。 

【オフィスアワー】別途連絡します。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理学的支援法（基礎）／カウンセリングの基礎 （2単位） 

３．科目番号 PSMP2150 

２．授業担当教員 新井 雅人 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 カウンセリングの土台となる人間の心のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウ

ンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。また、カウンセラーの基本的態度や面接技法、心理に
関する支援を要する者の関係者に対する支援について、討議や演習を通して実践的に理解する。プライバシ
ーへの配慮などの倫理的側面、精神衛生や予防など心の健康教育についても理解する。 

８．学習目標 

１．カウンセリングの基本的な概念やプロセスを理解し、説明できる。 

２．カウンセリングの面接技法、関係者への支援等について実践的な演習を行う。 

３．カウンセリングにおける倫理的側面、心の健康教育について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書に沿い、理解度を確かめるためのレポートを２回課す予定である。 
設題１：教科書掲載の架空のクライエントは、面接の中でどのような体験をしたのでしょうか。いくつかの

節目があったと思います。あなたの言葉でまとめてください。 
設題２：教科書掲載の架空のクライエントは、来談時と終結時をとりあげてくらべると、何が変わったでし

ょうか。あなたの言葉でまとめてください。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】丸田俊彦『サイコセラピー練習帳 グレーテルの宝捜し』岩崎学術出版社。 
【参考書】東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

河合隼雄『カウンセリングの実際問題』誠信書房。 
門前進『イメージ自己体験法 心を味わい豊かにするために』誠信書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表・ノート作りをしたか。 

２．レポートは、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

授業への参加度(学習態度、発表、ノート等)50％ 

レポート課題 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．講義中は良く聞き良く考え、そして復習すること。 
２．ディスカッションやグループワーク等を通して心理学的な感覚（センス）を磨き、心理学的視点を体験

的に身につけていくことを目指すので、学生は自主的・主体的かつ協力的に学習を進めること。  
３．授業開始時間を守ること。宿題（アサイメント）は指示された期限までに必ず行うこと。レポートの提

出日を厳守すること。 
４．授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合は、その理

由を必ず教員に書面をもって報告すること。 
５．携帯電話の授業中の作動は厳禁。他の受講生の学習に迷惑をかける行為（私語、居眠り、グループ活動

に協力しない等）を慎むこと。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
カウンセリングとは 

事前学習 教科書 pp.1～16を読んでおく 

事後学習 
「カウンセリングとは」についての配付資料の

理解を深める 

第２回 
カウンセラーの基本的態度 
共感について 

事前学習 教科書 pp.17～34を読んでおく 

事後学習 共感についての配付資料の理解を深める 

第３回 
面接室の設定、枠 
カウンセリングの流れ 

事前学習 前回配布の配布資料を読んでおく 

事後学習 
カウンセリングの流れについての配付資料の

理解を深める 

第４回 インテーク（初回面接） 

事前学習 教科書 pp.35～49を読んでおく 

事後学習 
インテークについての配付資料の理解を深め

る 

第５回 
カウンセリング・心理療法のオリエンテーション（流派） 
諸派のこころのとらえ方、治癒像の違い 

事前学習 前回配布の配布資料を読んでおく 

事後学習 
カウンセリングのオリエンテーションについ

ての配付資料の理解を深める 

第６回 
面接継続へのモチベーション（治療動機と治療契約）見
立てと方針 

事前学習 教科書 pp.50～61を読んでおく 

事後学習 見立てについての配付資料の理解を深める 

第７回 無意識の心理 
事前学習 前回配布の配布資料を読んでおく 

事後学習 無意識についての配付資料の理解を深める 

第８回 クライエントの理解 

事前学習 前回配布の配布資料を読んでおく 

事後学習 
クライエントの理解についての配付資料の理

解を深める 

第９回 
自我の強さと治療同盟 
環境調整、自我を支えるかかわり 

事前学習 教科書 pp.62～71を読んでおく 

事後学習 
自我の強さと治療同盟についての配付資料の

理解を深める 

第１０回 
カウンセラーとクライエントの関係Ⅰ（転移） 
転移性治癒 

事前学習 教科書 pp.72～80を読んでおく 

事後学習 
転移性治癒についての配付資料の理解を深め

る 



 

 

第１１回 
カウンセラーとクライエントの関係Ⅱ（逆転移） 
スーパーヴィジョンとケース検討会 

事前学習 教科書 pp.81～103を読んでおく 

事後学習 
スーパーヴィジョンとケース検討会について

の配付資料の理解を深める 

第１２回 
抵抗と防衛、操作 
カウンセリングの終結 

事前学習 教科書 pp.104～117を読んでおく 

事後学習 終結についての配付資料の理解を深める 

第１３回 
子どもとのカウンセリング 
プレイセラピー、並行面接 

事前学習 教科書 pp.118～127を読んでおく 

事後学習 
子どもとのカウンセリングについての配付資

料の理解を深める 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回～第４回の講義内容を踏まえ、クライエントと初めて会うときの、カウンセラーとしての留意

点をまとめること（インテーク面接の場の設定や心構えについて）。 

レポート形式：A4 一枚（1000 字程度） 

実施時期：第４回授業後に実施する。 

提出期限：第６回授業開始時に提出する。 

     添削内容等について質問がある場合はその後の授業にて扱う。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換した内容をまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第６回～第９回の内容を踏まえ、クライエント理解について、あなたが大切だと思うことをまとめる

こと。講義内で扱われた例を採り上げてもよい。 

レポート形式：A4 一枚（1000 字程度） 

実施時期：第９回授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回授業開始時に提出する。 

     添削内容等について質問がある場合はその後の授業にて扱う。 

事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換した内容をまとめる。 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　クリニック(精神科・神経科)のカウンセラーとしての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 心理学的支援法（基礎）／カウンセリングの基礎 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2344 

SNMP2344 

SCMP2344 

SBMP2344 

SPMP2350 

PSMP2150 

２．授業担当教員 鈴木 克也 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 カウンセリングの土台となる人間の心のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウ
ンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。また、カウンセラーの基本的態度や面接技法、心理に

関する支援を要する者の関係者に対する支援について、討議や演習を通して実践的に理解する。プライバシ
ーへの配慮などの倫理的側面、精神衛生や予防など心の健康教育についても理解する。 

８．学習目標 

１．カウンセリングの基本的な概念やプロセスを理解し、説明できる。 

２．カウンセリングの面接技法、関係者への支援等について実践的な演習を行う。 

３．カウンセリングにおける倫理的側面、心の健康教育について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

理解度を確認するためにレポートを課す。 

・レポート課題では、教科書掲載の架空クライエントの面接課程について、自分の言葉でまとめを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

丸田俊彦『サイコセラピー練習帳 グレーテルの宝探し』岩崎学術出版社。 

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

国分康孝『カウンセリングの技法』誠心書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表・ノート作りをしたか。 

２．レポートは、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

授業への参加度(学習態度、発表、ノート等)50％ 

レポート課題 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

カウンセリングを学ぶことは、カウンセラーを目指す人にとって必須となるのはもちろんのこと、「人と人

との関わり」について真剣に想いを巡らすという点において、対人援助職を志す人すべてに役立つものであ

る。本講義では、カウンセリングの基礎的部分を重点的に学ぶ。受講する学生は、以下の点を大切にして講

義に参加していただきたい。 

・他の受講生の学習に迷惑をかける行為は慎むこと。 

・授業中の携帯電話（スマートフォン）の作動は厳禁である。 

・正当な理由がない限り、欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をした場合は、その理由を必

ず教員に書面をもって報告すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

・カウンセリングとは何か 

事前学習 教科書 pp.1〜16 を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第２回 
カウンセラーの基本的態度 

・「共感」を中心に 

事前学習 教科書 pp.17〜34 を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第３回 面接室の設定、枠、カウンセリングの流れ 
事前学習 前回配布された資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第４回 インテーク（初回面接） 
事前学習 教科書 pp.35〜49 を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第５回 

カウンセリング・心理療法のオリエンテーション 

・それぞれの流派はどのようにこころを捉えているのか 

・流派による治療像の違い 

事前学習 前回配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
配布資料を読み直して理解を深める。 

第６回 
面接継続へのモチベーション（治療動機と治療契約）見

立てと方針 

事前学習 教科書 pp.50〜61 を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第 7 回 クライエントの理解 
事前学習 前回配布された資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第 8 回 自我の強さと治療同盟、環境調節、自我を支える関わり 
事前学習 教科書 pp.62〜71 を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第 9 回 
カウンセラーとクライエントの関係Ⅰ（転移） 

転移性治癒 

事前学習 教科書 pp.72〜80 を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第 10 回 
カウンセリングとクライエントの関係Ⅱ（逆転移） 

スーパーヴィジョンとケース検討 

事前学習 教科書 pp.81〜103 を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第 11 回 
抵抗と防衛、操作 

カウンセリングの終結 

事前学習 教科書 pp.104〜117 を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第 12 回 子どものカウンセリング 事前学習 教科書 pp.118〜127 を読んでおく。 



 

 

プレイセラピー、平行面接 事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

第 13 回 
青年期のカウンセリング 

カウンセリングにおける沈黙と自己開示、心理教育 

事前学習 教科書 pp.128〜135 を読んでおく。 

事後学習 配布資料を読み直して理解を深める。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回から第 6 回の講義内容を参考にして、「カウンセリングの過程」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,000字程度) 

提出時期：第 8回の授業開始時に提出する。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ:授業で学んだことを参考にして「心理職の活躍の場」についてレポートにまとめなさい。 

レポート作成：A4用紙 1枚(1,000枚程度) 

提出時期：第 12回の授業開始時に提出する。 

提出内容について引き続き質問がある場合はその後も授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単

位数） 
心理学入門 （2単位） 

３．科目番号 GELA1310 
２．授業担当教

員 
加藤 宏一 

４．授業形態 講義・演習(ディスカッションを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との

関係 

心理学系科目の中で最初に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 
 本科目では、心理学という学問の入門的な学習として、心理学への興味を高めるために、歴史や特徴を背景
とした心理学的思考法を体験的に学習する。また、心理学の主要な分野における最も基礎的な概念と理論に幅

広くふれながら、理解する。 

８．学習目標 

1. 心理学への興味を高め、後の心理学系専門科目の学習につなげることができる。 

2. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

3. 心理学的な思考方法を身につけ、心理学系専門科目を学ぶための基礎を身につける。 

4. 世間一般の心理学のイメージと、学問としての心理学との違いを理解し、説明することができる。 

９．アサイメン

ト 

（宿題）及び

レポート課

題 

テーマごとに、随時、講義のまとめ、演習課題、小レポートを提出してもらう。 

10．教科書・参

考書・教材 

【教科書】手島茂樹 渡辺映子（編著）『スタンダード心理学』おうふう出版。 

【参考書】必要に応じて、適宜紹介する。 

11．成績評価の

規準と評定

の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学への興味を高め、後の心理学系専門科目の学習につなげることができたか。 

2.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができたか。 

3.心理学的な思考方法を身につけ心理学系専門科目を学ぶための基礎が身についたか。 

4.世間一般の心理学のイメージと学問としての心理学との違いを理解し説明することができたか。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業における

グループ発表等への積極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として

算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

以下のことを期待します。（禁止事項については授業にて） 

1. 「予習→授業→復習」サイクルの学び 

2. 積極的な授業参加（発言、質問、ディスカッション） 

3. 「授業のまとめ」、その他の提出物の期限の厳守 

13．オフィスア

ワー 

授業時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 心理学とは？：概要／諸領域／研究法 

事前学習 テキストの準備 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第２回 心理学史 

事前学習 テキスト第 1章を読む 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第３回 感覚と知覚①：基本的メカニズム 

事前学習 テキスト第 2章 1節を読む 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第４回 感覚と知覚②：日常生活と応用 

事前学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第５回 認知心理学：記憶 

事前学習 テキスト第 2章 2節を読む 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第６回 認知心理学：思考と注意 

事前学習 テキスト第 2章 3－4節を読む 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第７回 発達心理学 

事前学習 テキスト第 3章を読む 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第８回 社会心理学 

事前学習 テキスト 4章を読む 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第９回 学習心理学①：レスポンデント条件づけ 
事前学習 テキスト第 6章を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す



 

 

る 

第１０回 学習心理学②：オペラント条件づけ 

事前学習 テキスト第 6章を再読する 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第１１回 人格心理学 

事前学習 テキスト第 5章を読む 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第１２回 臨床心理学 

事前学習 テキスト第 10-11章を読む 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

第１３回 健康心理学 

事前学習 テキスト第 12章を読む 

事後学習 
講義内容を振り返り、「まとめ」を作成す

る 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 7回までの講義内容について、ワークシート及びレポートにまとめなさい。 

レポート形式：ワークシートを配布する。レポートは A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出時期：第 8回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：返却レポートの修正と再提出を実施する。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 13回までの講義およびテキスト 10～12章の内容を踏まえ、自身の性格またはストレス状

態の特徴についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：レポートは A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出時期：第 14回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導、質疑応答、意見交換を第 15回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：返却レポートの修正と再提出を実施する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理学入門 （2単位） 

３．科目番号 GEBS1110 

２．授業担当教員 岡本 香 

４．授業形態 講義・演習(ディスカッションを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学系科目の中で最初に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

 本科目では、心理学という学問の入門的な学習として、心理学への興味を高めるために、歴史や特徴を背
景とした心理学的思考法を体験的に学習する。また、心理学の主要な分野における最も基礎的な概念と理論
に幅広くふれながら、理解する。 

８．学習目標 

1. 心理学への興味を高め、後の心理学系専門科目の学習につなげることができる。 

2. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

3. 心理学的な思考方法を身につけ、心理学系専門科目を学ぶための基礎を身につける。 

4. 世間一般の心理学のイメージと、学問としての心理学との違いを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書の該当箇所を事前に読んでくることをアサインメントとします。また授業内で行う課題について、

時間内に終わらなかった場合は、その課題をアサインメントとします。 
 小テストは、第６回と第１０回に、テスト範囲を提示します。レポート試験のテーマについては、第１３
回以降に提示します。そのテーマに関して、調べ学習した成果をまとめることを課題とします。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】藤本忠明･栗田喜勝･瀬島美保子･橋本尚子･東正訓（著）『ワークショップ心理学』ナカニシヤ出
版。 
【参考書】松原達哉（編）『臨床心理学シリーズ①心理学概論』培風館。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学への興味を高め、後の心理学系専門科目の学習につなげることができたか。 

2.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができたか。 

3.心理学的な思考方法を身につけ心理学系専門科目を学ぶための基礎が身についたか。 

4.世間一般の心理学のイメージと学問としての心理学との違いを理解し説明することができたか。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業におけ

るグループ発表等への積極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％

として算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

15 回という限られた講義期間の中で、幅広い領域について触れることから、毎回の講義は、密度の濃い
ものになります。したがって、不用意な欠席、遅刻、早退、私語、居眠り等があると、授業内容の理解が困

難になることが予想されます。そのような態度の学生については、授業態度点において減点します。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 心理学とはなんだろう 

事前学習 
教科書第 1 章第 1 節を読み、心理学とは何
かを考えること 

事後学習 
オリエンテーションの配付資料を再読する

こと 

第２回 知覚心理学：見えの不思議 

事前学習 教科書第 2章第 1節を読むこと 

事後学習 
知覚心理学についての配付資料を読んで復

習すること 

第３回 学習心理学：学習の不思議 

事前学習 教科書第 2章第 2節を読むこと 

事後学習 
学習心理学についての配付資料を読んで復

習すること 

第４回 認知心理学：記憶の不思議 

事前学習 教科書第 2章第 3節を読むこと 

事後学習 
認知心理学についての配付資料を読んで復

習すること 

第５回 知覚心理学・学習心理学・認知心理学のまとめ 
事前学習 

知覚心理学、学習心理学、認知心理学につい

ての配付資料を読んで復習をすること 

事後学習 これまでの復習をすること 

第６回 発達心理学：発達を心理学しよう 

事前学習 教科書第 4章を読むこと 

事後学習 
発達心理学についての配付資料を読んで復

習すること 

第７回 社会心理学：対人関係を心理学しよう 

事前学習 教科書第 5章を読むこと 

事後学習 
社会心理学についての配布資料を読んで復

習すること 

第８回 社会心理学：人を動かす心理学をしよう 

事前学習 教科書第 6章を読むこと 

事後学習 
社会心理学についての配布資料を読んで復

習すること 

第９回 発達心理学・社会心理学のまとめ 
事前学習 

発達心理学および社会心理学についての配
付資料を読んで復習すること 

事後学習 これまでの復習をすること 

第１０回 
臨床心理学：こころの健康を心理学しよう１ 
適応 

事前学習 教科書第 8章第 1節を読むこと 

事後学習 
臨床心理学についての配付資料を読んで復

習すること 



 

 

第１１回 
臨床心理学：こころの健康を心理学しよう２ 

ストレス 

事前学習 教科書第 8章第 2節を読むこと 

事後学習 
臨床心理学についての配付資料を読んで復

習すること 

第１２回 臨床心理学のまとめ 
事前学習 

臨床心理学についての配付資料を読んで復
習をすること 

事後学習 これまでの復習をすること 

第１３回 総括 心理学を役立てる 
事前学習 教科書第 10章を読むこと 

事後学習 総括の配付資料を読んで復習すること 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：ヴント以前の心理学の歴史について調べ、ワークシートにまとめる。 

形式：配布されたワークシートに従って穴埋め記述及び調べ学習の成果を文章でまとめる。 

実施時期：第１回の授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第 7回の授業時にワークシートの穴埋めの解答例および課題の要点を解説する。 

事後学習：第 7回授業時の解説を聞いて、穴埋めの解答を確認し、課題の要点をまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：ヴント以後の心理学の歴史について調べ、レジュメにまとめる。 

形式：配布されたワークシートに従って穴埋め記述及び調べ学習の成果を文章でまとめる。 

実施時期：第７回の授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第１３回の授業時にワークシートの穴埋めの解答例および課題の要点を解説する。 

事後学習：第１３回授業時の解説を聞いて、穴埋めの解答を確認し、課題の要点をまとめる。 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学を活かしたキャリアデザイン （2単位） 

３．科目番号 PSMP1101 

２．授業担当教員 1年 アカデミック・アドバイザー 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

心理学部の学生は、心理学の各分野の理解を深めると共に、社会福祉、精神保健福祉、教育などの心理学

近接領域におけるヒューマンサービスの実情を学び、それぞれの現場で心理学の知見を応用していくため

の基礎的な力を身につけることが期待されている。その背景には、心理学を学ぶ学生が、多様なキャリアを

展開させることが想定されている。 

本科目では、改めて心理学部に入学したことを踏まえて、心理学を学ぶことの意義を考えながら、心理学

を活かした職業やキャリアの多様性を学び、社会人として踏み出すための自己理解と、将来働く場について

の理解を促す。 

８．学習目標 

1. 教養としての心理学の汎用性について理解できるようになる。 

2. 心理学を学んだ者には多様なキャリアがあることを知る。 

3. 自分にとっての働く意味を考え、どのような資格取得を目指すかについて決められるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．自分はなぜ進学したか、なぜ心理学を選んだのか、なぜ東京福祉大学を選んだのか 

２．どのような仕事に就きたいのか。そのためにはどういう学生生活を送れば良いか 

３．受けた影響を踏まえて自分の価値観を見直して、どのように生きていきたいか 

４．自分の性格や価値観を踏まえた上で、どのような職業選択をしていきたいのか 

５．心理学を活かす職業、あるいは一般企業でどのように心理学をいかせるのか 

６．心理学を活かして、どのような人生設計をしたいか 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 なし 

※初回授業にて配布するプリントを教科書代わりに使用するため毎回持ってくること 

【参考書】 宮城まり子『心理学を学ぶ人のためのキャリアデザイン』東京図書 

東京福祉大学 2020年履修要綱 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

授業やレポートを通して以下の 3点について、理解を深めたかどうかを評価する。 

1．学問として心理学を学習するだけでなく、日常生活や就職にどのように生かせるのか考えることができ

る。 

2. 心理学を学んだ者には多様なキャリアがあることを知る。 

3. 自分にとっての働く意味を考え、どのような資格取得を目指すかについて決められるようになる。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度と参加姿勢

40％、試験及び課題レポート 60％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

・積極的態度で参加していただきたい。 

・不明な点は、授業時間のうちに質問していただきたい。 

・授業中の私語・携帯電話の使用は厳禁とする。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

－ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ／キャリアの意味－ 

① シラバスの説明 

② キャリアとはどういうものか 

事前学習 

本学の履修要綱を熟読し、本学で取得できる資格につ

いて理解しておく。配布プリント pp.2‐12を読み、キ

ャリアの意味について理解しておく。 

事後学習 

キャリアの意味を踏まえて、自分はどのような価値観

で生き、どのように仕事を位置付けていきたいのかに

ついて考究する。 

第２回 

－心理学部で取得できる国家資格の受験資格１－ 

① 本学で取得できる資格についての理解 

② キャリア教育を行う意味 

③ 公認心理師の仕事と受験資格を得るため 

  に 

事前学習 

配布プリント p.13-17 を通読し、キャリア教育を行う

意味について理解しておく。また、インターネット等

で、公認心理師はどのような資格なのかについて調べ

ておく。 

事後学習 

公認心理師の仕事や受験資格取得のためのカリキュラ

ムを理解するとともに、自分に合っている仕事・勉強な

のか考究する。 

第３回 

－心理学部で取得できる国家資格の受験資格２－ 

精神保健福祉士や社会福祉士の仕事とはどう

いうものか。そして、受験資格を得るためのカ

リキュラムや実習はどのようものか。 

事前学習 
インターネット等で、精神保健福祉士や社会福祉士は

どのような資格なのかについて調べておく。 

事後学習 

精神保健福祉士や社会福祉士の仕事や受験資格取得の

ためのカリキュラムを理解するとともに、自分に合っ

ている仕事・勉強なのか考究する。 

第４回 

－自己理解１ 影響を受けた人・出来事－  

① キャリアデザインとは何か 

② 影響を受けた出来事・人 

事前学習 
配布プリント pp.18-38を熟読し、自分に影響を与えた

人について考える。 

事後学習 他者から受けた影響を踏まえて自分の価値観を見直し



 

 

③ メンタープロテージ  て、どのように生きていきたいかについて考究する。 

第５回 

－心理学を学ぶ意義－ 

① 世の中の事件事故には、どのような心が

隠れているのか 

② 心理学を学ぶ意義は何か 

事前学習 
配布プリント pp.40-52を熟読し、心理学を学ぶ意義に

ついて考える 

事後学習 
特に何となく心理学を専攻した人は、自分にとってど

のような意義があるのかについて考える。 

第６回 

－自己理解２ 自分の性格－ 

① キャリア形成のために、自己理解がなぜ

大切なのか。 

② エゴグラムを使って自分の性格について

理解を深める。 

事前学習 
配布プリント pp.53-67を通読しておく。心理テストに

ついては授業で行うので事前に行う必要はない。 

事後学習 
エゴグラムの考え方を使って、周囲の人の性格を推測

してみる。 

第７回 

－自己理解３ 自分の価値観－ 

① ホランドの六角形モデル  

② キャリアアンカー 

③ 価値観  

事前学習 
配布プリント pp.67-76を通読しておく。ただし、ワー

クシート等は授業で行う。 

事後学習 
自分の性格、職業適性、仕事を選ぶ時の価値観の３つに

ついてそれぞれを関連させながら、自己理解を深める。 

第８回 

－心理学を活かす仕事とは－ 

① 宿題を基にしてディスカッション  

② 心理学を活かせる職業、一般企業で役に

立つ心理学 

事前学習 
配布プリント pp.84-88を熟読し、心理学を勉強するこ

とで活かせることについて考える。 

事後学習 
心理学を活かせる職業、一般企業で役に立つ心理学に

ついて理解を深める。 

第９回 

－心理学を学ぶとこんないいことが（社会で

役に立つ心理学）１－ 

心理学実験、言語・学習心理学、認知心理学 

事前学習 
取り扱う心理学について、シラバスの概要に目を通し

ておく。 

事後学習 
学んだ内容について、なぜ心理学部で学習するのかに

ついてあらためて考える。 

第１０回 

－心理学を学ぶとこんないいことが（社会で

役に立つ心理学）２－ 

発達心理学、教育・学校心理学、家族心理学 

事前学習 
取り扱う心理学について、シラバスの概要に目を通し

ておく。 

事後学習 
学んだ内容について、なぜ心理学部で学習するのかに

ついてあらためて考える。 

第１１回 

－心理学を学ぶとこんないいことが（社会で

役に立つ心理学）３－ 

社会心理学、臨床心理学、障害児・者の心理 

事前学習 
取り扱う心理学について、シラバスの概要に目を通し

ておく。 

事後学習 
学んだ内容について、なぜ心理学部で学習するのかに

ついてあらためて考える。 

第１２回 

－心理学を学ぶとこんないいことが（社会で

役に立つ心理学４－ 

福祉心理学、心理アセスメント、健康・医療心

理学 

事前学習 
取り扱う心理学について、シラバスの概要に目を通し

ておく。 

事後学習 
学んだ内容について、なぜ心理学部で学習するのかに

ついてあらためて考える。 

第１３回 

－心理学を学ぶとこんないいことが（社会で

役に立つ心理学）５－ 

産業・組織心理学、司法・犯罪心理学、感情・

人格心理学 

事前学習 
取り扱う心理学について、シラバスの概要に目を通し

ておく。 

事後学習 
学んだ内容について、なぜ心理学部で学習するのかに

ついてあらためて考える。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：授業で扱った「影響を受けた人・出来事」「自分の性格」「職業適性」「仕事への価値観」「自分の強み・
弱み」「キャリ年表」などを材料にして、どのような仕事に就きたいのか。そのためにはどういう学生生活を送れば
良いかをまとめなさい。 

注意点：配布プリント pp.77-76を通読した上で，取り組むこと。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200字程度） 

提出期限：夏休み前までに，各自の AAに提出すること。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：授業を通して、これから将来に向かってどのような大学生活を送っていきたいのかについてまとめな

さい。 

注意点：配布プリント pp.88-105まで通読し、これまで学習した内容を振り返った上で，取り組むこと 

レポート形式：A4用紙 1枚（1200字程度） 

提出期限：10回を終えてから春学期授業の最終回までに，各自の AAに提出すること。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学を活かしたキャリアマネジマント （2単位） 

３．科目番号 PSMP1101 

２．授業担当教員 岡本 香・鈴木 克也 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学を活かしたキャリアデザインを履修していること。 

７．講義概要 

心理学部の学生は、心理学の各分野の理解を深めると共に、社会福祉、精神保健福祉、教育などの心理学

近接領域におけるヒューマンサービスの実情を学び、それぞれの現場で心理学の知見を応用していくため

の基礎的な力を身につけることが期待されている。その背景には、心理学を学ぶ学生が、多様なキャリアを

展開させることが想定されている。本科目では、1 年次に開講されている「心理学を活かしたキャリアデザ

イン」において学んだことを踏まえて、心理学を活かした将来展望やキャリア形成について、より実践的に

考える。特に資格取得を想定している場合は、資格を活かして働く自分をイメージし、実現するためには何

を成すべきかについて整理する。 

８．学習目標 

1. 心理学の汎用性を活かした多様なキャリアを具体的にイメージできるようになる。 

2. 多様なキャリアの中から、自分の強みを生かせるキャリアを探すことができるようになる。 

3. 将来、自分が働いている姿について具体的なイメージを形成し、実現していくアクションプランを立て

ることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．各授業内容に関するワークシートやレポートを作成する。 

２．演習・グループディスカッションの結果を発表する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

“特になし”  

【参考書】 

（本学）履修要項 

“宮城まり子『心理学を学ぶ人のためのキャリアデザイン』東京図書” 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

授業やレポートを通して以下の 4点について、理解を深めたかどうかを評価する。 

１．自分が目指したい業種・職種を明らかにする。 

２．就職活動はどのような手順で進められるのかについて理解できる。 

３．社会人としてのマナーを理解し、実践できるともに働くために必要な人間関係スキルについて理解し、

実践することできる。 

４．働く人のメンタルヘルスについて理解できる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度と参加姿勢

40％、試験及び課題レポート 60％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 積極的に質問をしてください。また、授業で出された様々な課題に積極的に取り組んでください。 

２ 特にクラスへの貢献度を積極的に評価します。その一方、遅刻、欠席、早退、一時の無断退室、代返、

私語、居眠り、携帯いじり、演習やディスカッションへの不参加、その他授業妨害や迷惑行為が減点の

対象となりますので、注意してください。 

３ 授業中の私語および携帯電話の使用は厳禁とします。 

４ 初回授業で受講ルールの詳細を説明するので、受講者は必ず“初回”の授業に出席してください。 

13．オフィスアワー オフィスアワーについては初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション（諸注意・評価方法な

どの説明）） 

キャリア理解のおさらい 

事前学習 シラバスの講義概要と学習目標を読む。 

事後学習 目標とする将来の職業について深く考える。 

第２回 
働くことを考える１：働くことの意味につ

いて考える 

事前学習 自分が働いている姿の具体的なイメージをまとめてくる。 

事後学習 配付されたワークシートを完成させる。 

第３回 
働くことを考える２：自分にとっての働く

意味と価値を考える 

事前学習 配付されたワークシートを完成させる。 

事後学習 
ディスカッションを振り返り、やりたいことの実現に必要

なことを考える。 

第４回 
職場を知る１：会社が大学生に期待するこ

とを知る 

事前学習 
自分が働きたいと思っている職場(一般企業、役所、病院、

施設等)が大学生に期待することについて調べる。 

事後学習 大学での学びを職場で活かすための具体策を考える。 

第５回 
職場を知る２：会社の組織構造と日本のキ

ャリアシステム 

事前学習 一般企業の組織構造とキャリアシステムについて調べる。 

事後学習 
一般企業の組織構造とキャリアシステムについて復習す

る。 

第６回 
職場を知る３：働いている人の声からキャ

リアの実際について理解する 

事前学習 
実際に働いている人に働くことについてインタビューし、

その内容をまとめる。 

事後学習 
ディスカッションの内容を振り返り、自分はどのように働

きたいかをまとめる。 

第７回 職場を知る４：ワークライフバランス 
事前学習 ワークライフバランスについて調べる。 

事後学習 ワークライフバランスについて、自分の意見や考えをまと



 

 

める。 

第８回 
働き方を考える１：人生のロールモデルを

探す 

事前学習 

これまでの学習を振り返り、心理学を学んでいる自分がど

のような職についてどのような働き方をしたいかについて

まとめる。 

事後学習 ロールモデルを探し、その人のキャリア年表を作成する。 

第９回 
働き方を考える２：自分のキャリアイメー

ジを想像する 

事前学習 ロールモデルを探し、その人のキャリア年表を作成する。 

事後学習 
ディスカッションの結果を踏まえて、自分の理想のキャリ

アイメージをまとめる。 

第１０回 
就職するために心理学部生がなすべきこ

と 

事前学習 自分がどのような職に就きたいかを考える。 

事後学習 
自分が就職するためになすべきことは何かを考えて、プラ

ンを作成する。 

第１１回 自己理解再考１：エゴグラム 

事前学習 
1年次の「キャリアデザイン」で実施したエゴグラムのテス

ト結果を準備する 

事後学習 
授業で実施したエゴグラムのテスト結果を 1 年次で実施し

たものと比較して、変化を確認する。 

第１２回 自己理解再考２：働くことの価値観 

事前学習 
1年次の「キャリアデザイン」で実施したカードソートの結

果を準備する 

事後学習 
授業で実施したカードソートの結果を 1 年次で実施したも

のと比較して、変化を確認する。 

第１３回 
まとめ（心理学を学ぶ人のキャリアについ

て再考する） 

事前学習 
これまでに学習した内容を振り返り、心理学部生としてど

の様な大学生活を送るかについて考える。 

事後学習 
ディスカッションの結果を踏まえて、改めて今後の大学生

活をどうするかについて考え、まとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：ホランドの六角形モデルを用いて自分の職業興味を探る 

形式：配布されるワークシートに書き込む。 

実施時期：第１１回授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第１２回授業開始時。その際、授業時間内において要点の解説を行う。 

事後学習：第１２回授業時の解説を聞いて、自分で要点をまとめなおす。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：自分の強みと弱みの分析 

形式：配布されるワークシートに書き込む。 

実施時期：第１２回授業後にワークシートを配布する。 

提出期限：第１３回授業開始時。その際、授業時間内において要点の解説を行う。 

事後学習：第１３回授業時の解説を聞いて、自分で要点をまとめなおす。 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理実習(2 単位) 

３．科目番号 

 

 

 ２．授業担当教員 新井雅人、齋藤瞳、野口理英子、武内智弥 

４．授業形態 演習、実習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「人体の構造と機能及び疾病」「心理学概論」「心理学統計法」「発達心理学」「臨床心理学概論」「社会・

集団・家族心理学（社会・集団）」「心理学的支援法（基礎）」「心理学実験」「知覚・認知心理学」「精

神疾患とその治療」「心理学研究法」「教育・学校心理学」「心理的アセスメント」「障害者・障害児心理

学」「心理学的支援法（演習）」「関係行政論」「健康・医療心理学」「心理学的支援法（心理療法）」「心

理演習」「公認心理師の職責」（計20科目）全てを履修済みであること。 

７．講義概要 

本科目は、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の 5つの分野の施設において、次の(ア)から(ウ)

までに掲げる事項について、見学等による実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は教員による指導を

受ける(ただし、経過措置として当分の間は、医療機関での実習を必須とし、医療機関以外の施設での実習に

ついては適宜行う)。(ア)心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ(イ)多職種連携及び地域連携

(ウ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

８．学習目標 

本科目は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項について、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労

働の5つの分野の施設において見学等による実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は教員による指導を

受ける(ただし、経過措置として当分の間は、医療機関での実習を必須とし、医療機関以外の施設での実習に

ついては適宜行う)。(ア)心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ(イ)多職種連携及び地域連携

(ウ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解。これにより、(ア)から(ウ)の事項についての基本

的な水準の知識及び技能を理解し、習得できることを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習において、授業の中で取り扱う予定の内容について調べておき、事後学習では授業内で扱った重

要語句を500字程度で纏めておくこと。レポート課題の内容は授業終盤に提示する。レポート課題の提出期限

は授業最終日とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】心理実習の手引き 

 

【参考書】公認心理師の基礎と実践① 公認心理師の職責 野島一彦・繁桝算男監修 遠見書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標にあげた(ア)～(ウ)の３項目について、54時間の学外実習を終了した上で、基本的な知識の習得、

ならびにロールプレイングや事例検討への積極的な参加を評価する。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしており、54 時間の学外実習と終了しているこ

と、そして実習記録を完成させていることを前提として、授業態度と参加姿勢 40％、課題レポート 30％、実

習評価 30％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は、心理実習の事前・事後における学習を通して、臨床心理に関する基本的な知識と技能を高め、

自己理解を深めることが目標です。授業の中で触れるさまざまな心理臨床の理論を学び、そして実習で体験

する中で、それぞれの流派の人間観や方法論が理解できるようになると思います。 

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

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

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

実習実施の時期により、下記の講義日程は前後する可能性があります。 

13．オフィスアワー 時間帯は決まり次第、授業時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 実施日 担当教員 

第１回 
オリエンテーション 

①授業の全体像 

事前学習 シラバスを熟読する。  武内 

野口 
事後学習 

講義概要、学習目標、成績評価の方法の詳細を確

認する。 

第２回 

心理実習のための知識と技

能➀(社会常識、実習先での

マナー) 

事前学習 
実習の手引きを確認し、心理実習で求められる実

習生としてのマナーを自分なりに調べておく。 

 武内 

野口 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第３回 

心理実習のための知識と技

能②(実習前のご挨拶につ

いて) 

事前学習 
実習の手引きを確認し、実習前のご挨拶について

熟知しておく。 

 武内 

野口 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第４回 

心理実習のための知識と技

能③(実習中の指導、実習記

録について) 

事前学習 
実習の手引きを確認し、実習中の指導および実習

記録について熟知しておく。 

 武内 

野口 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第５回 

心理実習のための知識と技

能④(0 歳から 6 歳までの精

神発達) 

事前学習 
心理実習で求められる知識、特に精神発達に関す

ることを自分なりに調べておく。 

 新井 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第６回 
心理実習のための知識と技

能⑤(6 歳から成人以降の精
事前学習 

心理実習で求められる知識、特に精神発達に関す

ることを自分なりに調べておく。 

 新井 



 

 

神発達) 
事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第７回 

心理実習のための知識と技

能⑥(精神病、発達障害、精

神遅滞) 

事前学習 
心理実習で求められる知識、特に精神疾患に関す

ることを自分なりに調べておく。 

 新井 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第８回 

心理実習のための知識と技

能⑦(パーソナリティ障害、

不安障害、その他の疾患) 

事前学習 
心理実習で求められる知識、特に精神疾患に関す

ることを自分なりに調べておく。 

 新井 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第９回 
心理実習先別事前指導(保

健医療分野①病院・診療所) 

事前学習 
保健医療分野での心理職の仕事、援助対象者につ

いて自分なりに調べておく。 

 武内 

新井 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第１０回 
心理実習先別事前指導(保

健医療分野②その他) 

事前学習 
保健医療分野での心理職の仕事、援助対象者につ

いて自分なりに調べておく。 

 武内 

新井 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第１１回 

心理実習先別事前指導(教

育分野①適応指導教室・学

校) 

事前学習 
教育分野での心理職の仕事、援助対象者について

自分なりに調べておく。 

 新井 

野口 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第１２回 
心理実習先別事前指導(福

祉分野①高齢者・児童) 

事前学習 
福祉分野での心理職の仕事、援助対象者について

自分なりに調べておく。 

 新井 

野口 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分な

りの言葉でまとめておく。 

第１３回 実習実施 

事前学習 
事前実習で学んだことを整理しておく。 

 

 新井 

齋藤 

武内 

野口 
事後学習 

実習内容についての記録をまとめる。 

第１４回 実習実施 

事前学習 
事前実習で学んだことを整理しておく。 

 

 新井 

齋藤 

武内 

野口 
事後学習 

実習内容についての記録をまとめる。 

第１５回 実習実施 

事前学習 
事前実習で学んだことを整理しておく。 

 

 新井 

齋藤 

武内 

野口 
事後学習 

実習内容についての記録をまとめる。 

第１６回 実習実施 

事前学習 
事前実習で学んだことを整理しておく。 

 

 新井 

齋藤 

武内 

野口 
事後学習 

実習内容についての記録をまとめる。 

第１７回 実習実施 

事前学習 
事前実習で学んだことを整理しておく。 

 

 新井 

齋藤 

武内 

野口 
事後学習 

実習内容についての記録をまとめる。 

第１８回 実習実施 

事前学習 
事前実習で学んだことを整理しておく。 

 

 新井 

齋藤 

武内 

野口 
事後学習 

実習内容についての記録をまとめる。 

第１９回 
心理実習事後指導(保健医

療分野①病院) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。  武内 

野口 

事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２０回 
心理実習事後指導(保健医

療分野②診療所) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。  武内 

野口 

事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２１回 
心理実習事後指導(保健医

療分野③その他) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。  齋藤 

事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２２回 
心理実習事後指導(教育分

野①適応指導教室) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。  齋藤 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり



 

 

の言葉でまとめておく。 

第２３回 
心理実習事後指導(教育分

野②学校) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。  齋藤 

事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２４回 
心理実習事後指導(教育分

野③その他) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。  齋藤 

事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２５回 
心理実習事後指導(福祉分

野①高齢者) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。  齋藤 

事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２６回 
心理実習事後指導(福祉分

野②児童) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。  齋藤 

事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２７回 
心理実習事後指導(福祉分

野③障碍者) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。  齋藤 

事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２８回 確認のワーク 
事前学習 レポート提出の準備をする。  齋藤 

事後学習 授業と実習のまとめをする。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 4 回の内容を踏まえて、「心理実習に臨むにあたっての基本的態度や配慮事項」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回～第 12 回授業終了後に

教室で行う。 

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

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：(ア)心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ(イ)多職種連携及び地域連携(ウ)公認心理師

としての職業倫理及び法的義務への理解について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回～第 12 回授業終了後に

教室で行う。 

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

期末試験 

なし 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理的アセスメント／心理検査法 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP3123 

２．授業担当教員 若松 直樹 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
基礎の心理学および応用(対人支援)の心理学にかかわる知見とともに学習してください。 

７．講義概要 

臨床心理学において、必須の知識である必要な心理査定の技術の基礎を習得する。担当教員が選定した代
表的な心理検査について、1.理論的背景、2.実施方法、3.結果の整理方法、4.解釈方法、5.利用上の注意点、
6.適応範囲と限界 などを理解することを目的とする。心理検査法の基礎的な事項（理論や施行法）を身に
付けるために、演習を重視する。 
具体的には、 
1.担当箇所の心理検査をレジュメにまとめて、プレゼンテーションを行う。 
2.検査者・被検者体験、心理検査の事例等に関してグループディスカッションを行う。 
3.実施した心理検査に関して、レポートを提出する。 

といった方法で、各検査法の特徴と臨床現場での使用の仕方を体験的に学ぶ。 

また、時間がゆるせば、1.査定法の選び方、2.環境の整え方、3.結果の報告やフィードバックの仕方 な

どについても検討する。 

８．学習目標 
 心理査定法の中でも、特に心理検査法に焦点をあてる。演習を行うことによって心理査定の基礎的な技術

を身につけ、活用できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○評価のもとになるレポート課題 

関心をもつ領域の心理的アセスメント複数について，それらを用いた研究論文などから心理的アセスメント

の実際をまとめなさい。 

○レポートの執筆量や提出期限などはおって示します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

森田美弥子，永田雅子『心理的アセスメント』一財)放送大学教育振興会，2020 

【参考書】 

小海宏之『神経心理学的アセスメント・ハンドブック[第 2 版]』金剛出版，2019 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ディスカッションに参加し、自分の意見を述べることができる。 

２．心理検査の概要について理解を深め、適切な発表ができる。 

３．心理検査について学んだことについて、明瞭かつ論理的な文章で説明ができる。 

○評定の方法 

受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢、心理検査に関する発表、課題レポート等を総合して

総合的に評価する。 

１．受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢  30％ 

２．心理検査に関する発表                30％ 

３．課題レポート                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

心理的アセスメントはいわゆる検査やその評価ですが，検査を道具として用いながら行う面接のひとつとも

いえるでしょう。クライアントが単に質問に応えるだけであるならば、アセスメントの実施者はコンピュー

タの方が適しているとも言えます。 

心理士はアセスメントを通してクライアントの内面や潜在･残存する能力を引き出すことが求められます。そ

の意味において、アセスメントも面接の一部と言えるはずです。 

アセスメントの実施法は大切ですが、クライアントへ関わろうとする態度がより重要であることを、講義や

仲間同士のディスカッションを通して実感する科目にしてゆきましょう。前向きな参加を期待しています。 

13．オフィスアワー 初回講義時にお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション･心理的アセスメントとは何か 

事前学習 心理的アセスメントへのイメージを創る。 

事後学習 
自らが関心をもつ心理的アセスメントを意識

し情報を追加検索する。 

第２回 アセスメントの方法 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第３回 面接法によるアセスメント 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第４回 心理検査によるアセスメント(1) 投映法 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第５回 心理検査によるアセスメント(2) 質問紙法 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第６回 心理検査によるアセスメント(3) 発達検査 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第７回 心理検査によるアセスメント(4) 知能検査 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第８回 心理検査によるアセスメント(5) 神経神学的検査 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第９回 行動観察によるアセスメント 事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 



 

 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１０回 アセスメント計画の実際 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１１回 医療場面のアセスメント 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１２回 教育場面のアセスメント 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１３回 福祉場面その他のアセスメント(1) 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１４回 福祉場面その他のアセスメント(2) 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１５回 アセスメントから支援へ 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１６回 MMSE 
事前学習 当該アセスメント(授業内容)の情報検索。 

事後学習 クラアントへの想定問いかけを演じる。 

第１７回 HDS-R 
事前学習 当該アセスメント(授業内容)の情報検索。 

事後学習 クラアントへの想定問いかけを演じる。 

第１８回 時計描画(CDT)，臨床認知症評価法(CDR) 
事前学習 当該アセスメント(授業内容)の情報検索。 

事後学習 クラアントへの想定問いかけを演じる。 

第１９回 認知症スクリーニングバッテリー 
事前学習 ｢スクリーニングとは何か？｣ 情報検索。 

事後学習 クラアントへの想定問いかけを演じる。 

第２０回 WAIS-Ⅳ(1) 
事前学習 複数の成人知能検査に関する情報検索。 

事後学習 学修箇所が求めている知的能力を確認する。 

第２１回 WAIS-Ⅳ(2) 
事前学習 実施マニュアルの確認。 

事後学習 クライアントへの想定問いかけの実演。 

第２２回 WISC-Ⅳ(1) 
事前学習 複数の児童等の知能検査に関する情報検索。 

事後学習 クライアントへの想定問いかけの実演。 

第２３回 WISC-Ⅳ(2) 
事前学習 実施マニュアルの確認。 

事後学習 クライアントへの想定問いかけの実演。 

第２４回 記憶機能検査(1) WMS-R 
事前学習 当該記憶検査に関する情報検索。 

事後学習 クライアントへの想定問いかけの実演。 

第２５回 記憶機能検査(2) リバーミード行動記憶検査 
事前学習 当該記憶検査に関する情報検索。 

事後学習 クライアントへの想定問いかけの実演。 

第２６回 記憶機能検査(3) 言語性/視覚性記憶検査 
事前学習 言語性/視覚性記憶検査に関する情報検索。 

事後学習 クライアントへの想定問いかけの実演。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：web 検索などから MoCA について情報を収集しまとめる． 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(約 1,000 字) 

実施時期：第 17 回講義が修了したあと． 

提出期限：第 19 回講義開始時 

事後学習：レポートの作成および添削指導･質疑応答･意見交換により検査の理解を深める． 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：web 検索などから ADAS について情報を収集しまとめる． 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(約 1,000 字) 

実施時期：第 17 回講義が修了したあと． 

提出期限：第 19 回講義開始時 

事後学習：レポートの作成および添削指導･質疑応答･意見交換により検査の理解を深める． 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：成人の知的機能に関わる関心事項について，WEB 上から得られる情報を参考にすることも含め，自

身の言葉でまとめる(WEB 情報を参考にした際は引用箇所を明示すること)． 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(約 1,000 字) 

実施時期：第 23 回講義が修了したあと． 

提出期限：第 25 回講義開始時 

事後学習：レポートの作成および添削指導･質疑応答･意見交換により検査の理解を深める． 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：児童･小児の知的機能に関わる関心事項について，WEB 上から得られる情報を参考にすることも含

め，自身の言葉でまとめる(WEB 情報を参考にした際は引用箇所を明示すること)． 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(約 1,000 字) 

実施時期：第 23 回講義が修了したあと． 

提出期限：第 25 回講義開始時 

事後学習：レポートの作成および添削指導･質疑応答･意見交換により検査の理解を深める． 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理的アセスメント／心理検査法 （4 単位） 

３．科目番号 
PSMP3123 

EDPS3302 
２．授業担当教員 後藤 進吾 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学において、必須の知識である必要な心理査定の技術の基礎を習得する。担当教員が選定した代
表的な心理検査について、1.理論的背景、2.実施方法、3.結果の整理方法、4.解釈方法、5.利用上の注意点、
6.適応範囲と限界 などを理解することを目的とする。心理検査法の基礎的な事項（理論や施行法）を身に
付けるために、演習を重視する。 
具体的には、 
1.担当箇所の心理検査をレジュメにまとめて、プレゼンテーションを行う。 
2.検査者・被検者体験、心理検査の事例等に関してグループディスカッションを行う。 
3.実施した心理検査に関して、レポートを提出する。 

といった方法で、各検査法の特徴と臨床現場での使用の仕方を体験的に学ぶ。 

また、時間がゆるせば、1.査定法の選び方、2.環境の整え方、3.結果の報告やフィードバックの仕方 な

どについても検討する。 

８．学習目標 
 心理査定法の中でも、特に心理検査法に焦点をあてる。演習を行うことによって心理査定の基礎的な技術

を身につけ、活用できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・心理検査を実施し、その結果について整理・解釈し心理検査報告書としてまとめることをレポート課題と

する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【心理検査】 

講義で採り上げる心理検査の質問紙および記録用紙（Y−G性格検査, MPI ,内田クレペリン精神検査,TEG(東

大式エゴグラム)など） 

【教科書】 

竹内健児 編『事例でわかる心理検査の伝え方・活かし方』金剛出版 

【参考書】 

氏原寛・岡堂哲雄・亀口憲治・西村州衛男・馬場禮子・松島恭子 編『心理査定実践ハンドブック』創元社 

講義内で適宜、まとめのプリントを配布します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ディスカッションに参加し、自分の意見を述べることができる。 

２．心理検査の概要について理解を深め、適切な発表ができる。 

３．心理検査について学んだことについて、明瞭かつ論理的な文章で説明ができる。 

○評定の方法 

受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢、心理検査に関する発表、課題レポート等を総合して

総合的に評価する。 

１．受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢  30％ 

２．心理検査に関する発表                30％ 

３．課題レポート                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実習が基本となるため、欠席・遅刻・早退はしないように、またレポートの提出期限の厳守も心がけてくだ

さい。心理検査を通して自己理解・他者理解を深め、日常生活・現場で生かす力をつけることができるよう

になりましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業時にお伝えします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 
事前学習 

シラバスを読み、関心のある心理検査につい

て調べる 

事後学習 講義内で扱う心理検査の概要を確認する 

第２回 
心理検査とは？ 

（心理検査における注意点） 

事前学習 関心のある発表箇所を選び、概要を理解する 

事後学習 
自身の発表担当箇所に関して調べ、発表まで

の見通しをたてる 

第３回 
質問紙法とは？ 

（被検者関係の体験的理解） 

事前学習 質問紙法について調べる 

事後学習 講義内容を振り返りまとめを作成する 

第４回 検査結果の整理と報告書の基本的な作り方 
事前学習 実施した質問紙法を振り返る 

事後学習 実施した質問紙の結果整理と報告書の作成 

第５回 検査に関する発表の仕方 
事前学習 

心理検査の概要を他者に伝える方法について

考えてくる 

事後学習 自身の発表に備えて、発表の準備を進める 

第６回 類型論と特性論？ 
事前学習 類型論と特性論について調べる 

事後学習 類型論と特性論の各特徴を理解する 

第７回 TEG の実施 
事前学習 TEG の概要について調べる 

事後学習 実施した TEG を振り返る 

第８回 TEG の結果整理 事前学習 
TEG の結果の整理の仕方について熟読して

くる 



 

事後学習 
TEG の自身の結果について振り返り、自己理

解を深める 

第９回 Y-G 性格検査の実施 
事前学習 Y−G 性格検査の概要について調べる 

事後学習 実施した Y−G 性格検査を振り返る 

第１０回 Y−G 性格検査の結果整理 

事前学習 
Y-G 性格検査の結果の整理の仕方について熟

読してくる 

事後学習 
Y−G 性格検査の自身の結果について振り返

り、自己理解を深める 

第１１回 作業検査とは？ 
事前学習 作業検査について調べてくる 

事後学習 講義内容を振り返りまとめを作成する 

第１２回 内田クレペリン検査の実施と結果整理 

事前学習 内田クレペリン検査について調べてくる 

事後学習 
内田クレペリン検査のまとめを作成し、自己

理解を深める 

第１３回 臨床現場で使われる心理検査 

事前学習 
教育や医療の臨床現場で用いられる心理検査

について調べてくる 

事後学習 
現場ごとに、とられるケースが多い心理検査
についてまとめを作成する 

第１４回 投影法とは？ 
事前学習 投影法について調べてくる 

事後学習 投影法の特徴について理解する 

第１５回 投影法①：描画法の実施 

事前学習 
投影法の検査の一つである描画法について種

類や実施方法を調べてくる 

事後学習 
実施した描画法について、自身の結果をまと
め自己理解を深める 

第１６回 知能検査とは？ 
事前学習 知能検査について調べてくる 

事後学習 知能検査の有用性と限界について理解する 

第１７回 
ことばを使う・理解する力を測る検査課題 

 実施とまとめ（WISC/WAIS） 

事前学習 
ウェクスラー知能検査の言語理解の領域につ

いて概要を調べる 

事後学習 
実施した検査課題の粗点整理と体験を振り返
る 

第１８回 
目で見て理解する力を測る検査課題 

 実施とまとめ（WISC/WAIS） 

事前学習 
ウェクスラー知能検査の知覚推理の領域につ
いて概要を調べる 

事後学習 
実施した検査課題の粗点整理と体験を振り返
る 

第１９回 
人の話を聞く力を測る検査課題 

 実施とまとめ（WISC/WAIS） 

事前学習 
ウェクスラー知能検査のワーキングメモリー
の領域について概要を調べる 

事後学習 
実施した検査課題の粗点整理と体験を振り返

る 

第２０回 
単純な作業を継続する力を測る検査課題 

 実施とまとめ（WISC/WAIS） 

事前学習 
ウェクスラー知能検査の処理速度の領域につ

いて概要を調べる 

事後学習 
実施した検査課題の粗点整理と体験を振り返
る 

第２１回 知能検査の結果の解釈と伝え方 
事前学習 

ウェクスラー知能検査の結果の算出と解釈に
ついて概要を調べる 

事後学習 実施した検査結果全体の整理をする 

第２２回 P-F スタディとは？ 
事前学習 P-F スタディの概要について調べてくる 

事後学習 P-F スタディの特徴について理解する 

第２３回 投影法②：P−F スタディ体験 

事前学習 
P-F スタディの実施方法について確認してく

る 

事後学習 
実施した P-F スタディについて、自身の結果
を振り返り自己理解を深める 

第２４回 ロールシャッハ・テストとは？ 

事前学習 ロールシャッハ・テストについて調べてくる 

事後学習 
ロールシャッハ・テストの特徴と有用性、限
界について理解する 

第２５回 投影法③：ロールシャッハ・テスト体験 

事前学習 
ロールシャッハテストの実施方法と結果のま
とめ方に関して概要を調べる 

事後学習 
ロールシャッハテストを実施する際の留意点
について理解する 

第２６回 これまでのまとめ 

事前学習 
学習した各心理検査について特徴を整理する 
 

事後学習 
心理検査を通した自己理解と他者理解に関し

て自身の考えを整理する 

課題研究

１ 

 課題研究テーマ：第７回〜第８回の講義内容を踏まえ「TEG のまとめと結果の活かし方」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A4 用紙(1000〜1200 字程度)図表を抜いた字数。 

実施時期：第８回講義後に実施する。 

提出期限：第９回の講義時に提出する。提出後の添削指導・質疑応答・意見交換に関しては、追って日時を教員から

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

る。 

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

 



 

 

課題研究

２ 

 課題研究テーマ：第９回〜第１０回の講義内容を踏まえ「Y−G 性格検査のまとめと結果の活かし方」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙(1200〜1500 字程度)図表を抜いた字数。 

実施時期：第１０回講義後に実施する。 

提出期限：第１１回の講義時に提出する。提出後の添削指導・質疑応答・意見交換に関しては、追って日時を教員か

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

る。 

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

課題研究

３ 

 課題研究テーマ：第７回〜第１２回の講義内容を踏まえ「これまで講義で扱った心理検査の特徴と支援への活かし

方」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙(1200〜1500 字程度) 

実施時期：第１２回講義後に実施する。 

提出期限：第１３回の講義時に提出する。提出後の添削指導・質疑応答・意見交換に関しては、追って日時を教員か

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

る。 

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

課題研究

４ 

 課題研究テーマ：第１７回〜第２１回の講義内容を踏まえ「知能検査のまとめと結果の活かし方」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙(1200〜1500 字程度)図表を抜いた字数。 

実施時期：第２１回講義後に実施する。 

提出期限：第２２回の講義時に提出する。提出後の添削指導・質疑応答・意見交換に関しては、追って日時を教員か

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

る。 

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



 

 

１．科目名（単位

数） 
図画工作Ⅰ（小） （2単位） 

３．科目番号 EDEL1304 

２．授業担当教員 井上 昌樹 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰ→Ⅱの順で履修するのが望ましい。 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、指導者として子どもの造形
活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期・児童期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 
２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 

３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1 ポートフォリオ（振り返りカード）の作成と提出 
2 【レポート課題】「図画工作科で育む資質・能力と題材との関係について、具体的な題材例を挙げなが
ら 1200字程度で論じなさい。」 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】大橋功監修編著，新関伸也他編著『美術教育概論（新訂版）』日本文教出版 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』日本文教出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。 

3．児童の造形活動を指導する上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

小学校の現場では、専門であろうとなかろうとほぼ全員の先生が図画工作科の指導にあたります。図画工作
科では、教員の押し付けや誘導ではなく、子どもに多くの実体験の場を与え、もてる感性や能力を 100%引き
出す指導を目指します。実際の現場でも活用できるような図画工作科の授業内容を体験することを通して、
小学校における図画工作科の意義を考えていくとともに、多様な価値観に触れることで、指導者としてのよ
り実践的な視点を獲得していきます。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：幼・小の連続的な造形教育と学びの特質 
図画工作科が目指すもの 

事前学習 
・自身が小学校時代に受けた図画工作科授業
での体験を振り返る。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第２回 A表現「造形遊び」と資質・能力（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト第Ⅲ部第 4章 pp.114-121を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第３回 
A表現「絵や立体、工作に表す」と資質・能力①心象表
現（講義＋演習） 

事前学習 
・テキスト第Ⅲ部第 5-1 章および第 5-2 章
pp.122-133を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第４回 
A表現「絵や立体、工作に表す」と資質・能力②適応（適
用）表現（講義＋演習） 

事前学習 
・テキスト第Ⅲ部第 5-3 章 pp.134-139 を読
む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第５回 B鑑賞と資質・能力（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト第Ⅲ部第 6章 pp.140-145を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第６回 図画工作における材料・用具の扱い（講義＋演習） 

事前学習 ・学習指導要領解説 pp.117-120を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第７回 形や色、手触りなどから広げるイメージ①（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト第Ⅲ部第 2章 pp.102-105を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第８回 形や色、手触りなどから広げるイメージ②（講義＋演習） 

事前学習 ・ワークシートを完成させる。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

制作①素材の研究（講義＋演習） 事前学習 ・制作に必要な材料を集める。 



 

 

第９回 事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１０回 制作②造形表現における協同性（講義＋演習） 

事前学習 ・制作に必要な材料を集める。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１１回 制作③造形表現と身体性（講義＋演習） 

事前学習 ・制作に必要な材料を集める。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１２回 制作④展示の構想（講義＋演習） 

事前学習 ・制作に必要な材料を集める。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１３回 制作⑤図画工作における映像の意義（講義＋演習） 

事前学習 ・グループごとに作品を完成させる。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

事後学習 
・授業全体を振り返り、レポート課題に取り

組む。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：テキスト第Ⅱ部第 3章 pp.56-67、および配布資料を読み「子どもの発達と造形表現との関係」につい

て指定の書式にまとめる。 

形式：指定書式（第 4回の授業内で配布、説明） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回の授業内で行う。 

課題研究テーマについての質問は随時受け付けるものとする。 

事後学習：課題研究、添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを振り返りカードにまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1〜8回の授業内容を踏まえ「図画工作科で育む資質・能力と題材との関係」についてレポートにま

とめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第 8回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回の授業内で行う。 

課題研究テーマについての質問は随時受け付けるものとする。 

事後学習：レポート作成、添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを振り返りカードにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ（幼） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2121 

SCOT2421 

SJMP1141 ２．授業担当教員 森本 昭宏 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作ⅠからⅡの順で履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、保育者・指導者として子ど
もの造形活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現することの喜びを体験する。 
２．様々な作品に触れ、子どもたちの生き生きとした表現に共感できる感性を養う。 

３．子どもの発達段階における造形の特質を理解し、場面に応じた援助の在り方について学ぶ。 
４．素材体験や題材研究を行い、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．子どもが自発的に造形活動を楽しむような場づくりについて、保育者・指導者の立場から考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ポートフォリオ（振り返りカード）の作成と毎時の制作課題をファイリングして提出。 

２．学習の成果を課題レポートとして提出する。レポート課題については、授業の中で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】槇英子『保育をひらく造形表現』萌文書林 

授業の進行に伴ってレジュメを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。（学習目標 1・2） 

2．子どもの造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。（学習目標 3・4） 

3．子どもの造形活動を支える上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

造形指導者として子どもの柔軟な感性に対応していくためには、様々な素材に親しみ、豊かな造形体験が

必要である。本講義では造形活動の指導・実践に必要な材料・用具の取り扱いについて理解するとともに、
造形の基礎技能の習得を図る。また、造形活動で用いられる基本的用具（クレヨン・粘土等）の扱い方と、
製作の材料を活かした多様な表現、安全指導などについて学ぶ。幼・保・小学校の連続性を視野に入れた絵

画・造形の発達段階について理解を深めていく。 
【注意事項】 
１．造形活動で用いられる様々な材料･用具（クレヨン・画用紙・粘土・筆等）は、各自が準備すること。 

授業内で随時伝えていく。 

２．必ず汚れて良い服装で出席すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業内容、目的、用意する物など）

造形活動のねらいと内容（材料・用具についての正しい

知識と安全指導）（講義） 

事前学習 テキスト第 1章①を読む。 

事後学習 
学習内容と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第２回 

幼児の造形活動で扱われる描画材料について（講義） 

平面表現Ⅰ①引っかき絵（スクラッチ①クレヨンについ

て）版の面白さを理解した下地づくり（演習） 

事前学習 テキストｐ25,ｐ136を読む。クレヨンの準備。 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第３回 

平面表現Ⅱ はじき絵（バチック）及び②引っかき絵（ス

クラッチ②様々な線描）様々なイメージで線を描く。き

れいと感じる部分を伝え合う。 

事前学習 テキストｐ44、127を読む。 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。ﾎﾟｽﾀｰｶﾗｰの準備 

第４回 

平面表現Ⅲ 合わせ絵（デカルコマニーと糸引き版画） 

偶発的に表れる色と形の不思議さに気づき、ことばや文

字に表してみる。できた作品から見立て遊びに発展。 

事前学習 テキストｐ44、133を読む。 

事後学習 
授業の記録、製作した作品を整理し、ポート

フォリオにまとめる。ファイルしておく。 

第５回 

色の三属性、色相環及び色彩のイメージと心理効果につ

いて（講義+演習） 

平面表現Ⅳ にじみ絵（マーブリング） 

事前学習 テキストｐ25、36、132を読む。 

事後学習 
偶発的に表れる色と形を利用して、絵で表す

工夫を試みる。 

第６回 
平面表現Ⅴ①型押し絵（スタンピング①野菜の活用） 

身近な材料を用いた表現（演習） 

事前学習 テキストｐ42、135を読む。 

事後学習 学習内容をポートフォリオにまとめる。 

第７回 
平面表現Ⅴ②型押し絵（スタンピング②廃材の再利用） 

同じ材料から異なる表現が生まれることに気づく。 

事前学習 配布資料とテキストｐ16、17を読む。 

事後学習 
平面作品とポートフォリオをファイリングし

てまとめる。 

第８回 
立体表現 粘土の特徴と種類（講義+演習） 

ちぎる、たたくなどの手の活動と可塑性について 

事前学習 テキストｐ29、39を読む。油粘土の準備 

事後学習 
多様な表現を追求する力を育成することが

できたかポートフォリオにまとめる。 



 

 

第９回 
立体表現① 粘土から和紙へ（ちぎり絵、張り子） 

張り子技法を応用したお面づくり、型取りについて 

事前学習 テキストｐ47、130を読む。障子紙の準備 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第１０回 
立体表現② 紙の特性・接着の種類（のり、ボンドの活

用）のり絵具で広がる紙の表現 

事前学習 テキストｐ47を読む。 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第１１回 
立体表現③ 型を使った和紙の彫刻（お面づくり） 

立体に表す活動の種類と表現（講義+演習） 

事前学習 テキストｐ156を読む。 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第１２回 
立体表現④ 和紙の立体彩色（色と形）ごっこ遊びを楽

しむ。装飾としての保育室などの環境構成 

事前学習 テキストｐ151を読む。 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第１３回 

グループワーク 壁面構成の共同制作 

作品のアイデアと制作過程を話し合う（並べる・つなぐ）

授業のまとめと振り返り 

事前学習 テキストｐ60-62、ｐ158-162を読む。 

事後学習 
グループワークにおける振り返りの成果と

課題をポートフォリオにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「廃材を使った手作りおもちゃ」について、作品とその作り方等をレポートにまとめなさい。詳細は

授業の中で指示。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度）  

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。 提出後、作品講評・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室で行

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

事後学習：レポート作成と作品講評指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。  

授業内容：「はじき絵（バチック）、糸引き版画等」  

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

事前学習：テキスト p44、127 を熟読し、支援の方法についてその体系を調べておく。  

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

 期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ（小） （2単位） 

３．科目番号 
EDEL2304 

EDEL1306 
２．授業担当教員 井上 昌樹 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰ→図画工作Ⅱの履修が望ましい 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、指導者として造形教育の実践の場に通用
する幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、自己の表現を探

求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支えるために必要
な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 
２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 

４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1 ポートフォリオ（振り返りカード）の作成と提出 

2 【レポート課題】「図画工作科における教材研究の意義について、授業で学習したことを例示しながら1200

字程度で論じなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮脇理 監修，福田隆眞他編著『美術科教育の基礎知識』建帛社。 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』日本文教出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。 

3．児童の豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

小学校の現場では、専門であろうとなかろうとほぼ全員の先生が図画工作科の指導にあたります。図画工作
科では、教員の押し付けや誘導ではなく、子どもに多くの実体験の場を与え、もてる感性や能力を 100%引き
出す指導を目指します。実際の授業として取り上げられることを意識して授業内容を体験することで、指導
者としてのより実践的な視点を獲得していきます。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス：図画工作科の可能性と教科特性を考える。 

事前学習 ・教科書を一通り確認しておく。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第２回 色の混ざりに着目した造形遊び（講義＋演習） 

事前学習 ・配布資料を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第３回 描画材に着目した題材（講義＋演習） 

事前学習 ・配布資料を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第４回 粘土を用いた造形表現の可能性（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト pp.88-89を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第５回 アートカードを使った対話型鑑賞（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト pp.142を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第６回 木材を使った立体構成①電動糸鋸の扱い（講義＋演習） 

事前学習 ・配布資料を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第７回 木材を使った立体構成②組み木（講義＋演習） 

事前学習 ・配布資料を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第８回 光と影の造形（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト p.103を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第９回 題材開発①教材研究と題材の構想（グループ学習） 
事前学習 

・図画工作科の実践題材に関する資料を集め
る。 

事後学習 ・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ



 

 

る。 

第１０回 題材開発②教材研究と題材化（グループ学習） 

事前学習 ・教材研究に必要な資料や材料を集める。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１１回 題材開発③プレゼンテーション（グループ学習） 

事前学習 ・プレゼン用の模造紙を完成させる。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１２回 
映像メディアを用いた表現および鑑賞の活動（講義＋演
習） 

事前学習 ・テキスト pp.128-131を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１３回 
図画工作科における教材研究の重要性について振り返
る（講義＋ディスカッション） 

事前学習 
・これまでの学習内容を整理し、ポートフォ
リオにまとめてくる。 

事後学習 
・授業全体を振り返り、レポート課題に取り

組む。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 9、10回で行った題材研究の内容を踏まえ、授業案（指定書式）を作成する。  

形式：指定書式（第 9回の授業内で配布、説明） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11回の授業内で行う。 

課題研究テーマについての質問は随時受け付けるものとする。 

事後学習：課題研究、添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを振り返りカードにまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 9〜11回の授業内容を踏まえ「図画工作科における教材研究の意義」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回の授業内で行う。 

課題研究テーマについての質問は随時受け付けるものとする。 

事後学習：レポート作成、添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを振り返りカードにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ（幼） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2141 

２．授業担当教員 井上 昌樹 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰ（幼）→図画工作Ⅱ（幼）の順で履修するのが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、保育者・指導者として保育実践の場に還
元することのできる幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、

自己の表現を探求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支
えるために必要な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1 ポートフォリオ（振り返りカード）の作成と提出 

2 【レポート課題】「特定の発達段階における幼児を対象とした造形活動を構想し、そこでの保育者・教師

の直接的・間接的援助を、具体例を示しながら述べなさい。」…1200字程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】槇英子『保育をひらく造形表現』萌文書林 

【教材・道具など】各自で準備が必要なものは事前に通知する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。（学習目標 1・

3） 

2．子どもの造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。（学習目標 2・4） 

3．子どもの豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

現代の情報化が進展した社会環境において子どもの実体験不足が叫ばれています。幼少期における多様な素

材体験や造形体験が子どもの豊かな人間的成長を促してくれます。この授業では、様々な造形体験を通して、

造形に関する用具・道具の基礎的知識・技能の習得をめざすとともに、乳幼児の感性や創造性を受け止めら

れるよう、保育者自身の感性と創造性を育みます。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：造形表現における援助のあり方について

（ディスカッション） 

事前学習 ・テキストを一通り確認しておく。 

事後学習 

・造形表現活動を援助する立場について、授

業で学んだことを振り返りカードにまとめ

る。 

第２回 自然素材を使った造形（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト第 3章⑭pp.57-59を読む。 

事後学習 
・自然素材を使った造形活動について、授業

で学んだことを振り返りカードにまとめる。 

第３回 造形と音楽〜手づくり楽器の製作〜（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト第 6章①pp.127-140を読む。 

事後学習 
・造形と音楽の関連性について、授業で学ん

だことを振り返りカードにまとめる。 

第４回 動きを生かしたおもちゃの製作①（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト第 6章②pp.141-154を読む。 

事後学習 
・造形の内容について授業で学んだことを振

り返りカードにまとめる。 

第５回 動きを生かしたおもちゃの製作②（講義＋演習） 

事前学習 ・授業内で終わらなかった製作を進める。 

事後学習 
・工作における活動の展開について、授業で

学んだことを振り返りカードにまとめる。 

第６回 造形活動における季節感と壁面構成①（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト第 6章③pp.155-165を読む。 

事後学習 
・造形表現と季節感について、授業で学んだ

ことを振り返りカードにまとめる。 

第７回 造形活動における季節感と壁面構成②（講義＋演習） 

事前学習 ・グループごとに必要な材料を集める。 

事後学習 
・造形的な視点について、授業で学んだこと

を壁面構成の振り返りカードにまとめる。 

第８回 年少児を対象とした造形表現題材①（講義＋演習） 

事前学習 ・年少児の発達段階についてまとめる。 

事後学習 
・年少児を対象とした題材構想について、グ

ループで話し合ったことを振り返りカード



 

 

にまとめる。 

第９回 年少児を対象とした造形表現題材②（講義＋演習） 

事前学習 
・グループごとに題材で必要な材料を集め

る。 

事後学習 
・年少児を対象とした題材の材料研究につい

て、進捗状況を振り返りカードにまとめる。 

第１０回 
年少児を対象とした造形表現題材③（プレゼンテーショ

ン） 

事前学習 ・グループごとに題材案をまとめる。 

事後学習 
・プレゼンテーションを通して学んだことを

各自振り返りカードにまとめる。 

第１１回 
年長児を対象とした造形表現題材①（講義＋ディスカッ

ション） 

事前学習 ・年長児の発達段階についてまとめてくる。 

事後学習 

・年長児を対象とした題材構想について、グ

ループで話し合ったことを振り返りカード

にまとめる。 

第１２回 年長児を対象とした造形表現題材②（講義＋演習） 

事前学習 
・グループごとに題材で必要な材料を集め

る。 

事後学習 
・年長児を対象とした題材の材料研究につい

て、進捗状況を振り返りカードにまとめる。 

第１３回 
年長児を対象とした造形表現題材③（プレゼンテーショ

ン） 

事前学習 ・グループごとに題材案をまとめる。 

事後学習 
・プレゼンテーションを通して学んだことを

各自振り返りカードにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 6、7 回の授業内容を踏まえ、自身で作成した壁面構成に関する制作意図を指定書式のプリントに

まとめる。 

形式：指定書式のプリント（第 6回の授業内で配布、説明） 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回の授業内で行う。 

課題研究テーマについての質問は随時受け付けるものとする。 

事後学習：課題研究、添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを振り返りカードにまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8〜10回の授業内容を踏まえ「特定の発達段階における幼児を対象とした造形活動における保育者・

教師の直接的・間接的援助のあり方」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第 10回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回の授業内で行う。 

課題研究テーマについての質問は随時受け付けるものとする。 

事後学習：レポート作成、添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを振り返りカードにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ（幼） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2522 

SCOT2522 

SJMP2141 ２．授業担当教員 森本 昭宏 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、保育者・指導者として保育実践の場に還
元することのできる幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、

自己の表現を探求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支
えるために必要な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１.毎時の制作課題をファイリングして提出する。 

２.テキスト第８章「鑑賞の学習」と第９章「美術活動の広がり」を読み合わせてそれぞれ500字程度で要点を

記述する。その他課題については、授業の中で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】辻 泰秀『図画工作 基礎造形』建帛社 

授業の進行に伴ってレジュメを配布する。 

【参考書】槇英子『保育をひらく造形表現』萌文書林 

     内閣府・文科省・厚労省編『幼保認定連携こども園教育・保育要領解説』フレーベル館 

【教材や道具など】各自で準備が必要な物は事前に告知する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。（学習目標 1・

3） 

2．子どもの造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。（学習目標 2・4） 

3．子どもの豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業では、造形表現にかかわる発達の理解を深め、援助ができる実践的な力を習得。現場で用いられる
様々な造形活動を楽しむことから始め、子どもたちへの適切な援助・配慮について理解するとともに、保育
を改善する視点を身に付けることをねらいとする。具体的な指導場面を想定した模擬保育等を通じて、子ど

もの多様な表現にも対応できる応用力のある指導者を目指していく。 
また、幼稚園教育等の基本を踏まえ、領域のねらい及び全体構想、作品評価の考え方を理解する。造形に

おける幼児の発達や造形あそび等の過程を理解した保育構想の向上に取り組む。 

【注意事項】 
１．造形活動で用いられる様々な材料･用具（画用紙・紙粘土・筆等）は、各自が準備すること。授業内で随

時伝えていく。 

２．必ず汚れて良い服装で出席すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンスと班プレゼンテーション 

主体的・対話的なグループ活動と模擬保育（新聞紙を

使ったファッションショー） グループごとにテーマ

を決めて新聞紙で着飾る。 

事前学習 テキストｐ104、105を読む。 

事後学習 
グループにおける自分の役割を明確にして、材

料・用具を用いた共同制作の振り返りを行う。 

第２回 

版を使った表現①【凸版 紙版画Ⅰ（切り取り版）】 

紙の重なりによって遠近、空間、量感を表現する。ハ

サミで自由に切り取り主題を強調させる。 

事前学習 テキストｐ48,49を読む。 

事後学習 
刷りをイメージしながら、デザインを確定する。 

台紙のある場合の作品もイメージしてみる。 

第３回 

版を使った表現②【凸版 紙版画Ⅱ（台紙版）】 

台紙の範囲内で形の組み合わせや配置などを考え、工

夫しながら版をつくる。 

事前学習 紙工作体験を振り返り、材料・用具を準備する。 

事後学習 
刷りにみられる遠近・空間・量感の表現を確認す

る。作品をファイルする。 

第４回 
子どもの絵の発達段階と様々な表現（観察画・創造

画・生活画ほか）講義 

事前学習 テキストｐ2～7を読む。 

事後学習 造形活動の発達段階を表にまとめる。 

第５回 

芯材を使った粘土制作① 粘土の特性と種類 幼児

の紙粘土の表現を鑑賞する。作品の大きさを想像し

て、計画的にビン、割りばしなどを用いた芯材をつく

事前学習 テキスト P58～61を読む。 

事後学習 
バランス・安定感の確認と芯棒に対する粘土の量

を確認する。作りたい作品の参考資料を揃える。 



 

 

る。 

第６回 
芯材を使った粘土制作② 芯棒、骨組み、肉づけ、量

塊、動静、安定感など、粘土の特性を理解する。 

事前学習 テキスト P62～65を読む。 

事後学習 表わしたいことやテーマを再度確認しておく。 

第７回 

芯材を使った粘土制作③ 着色、仕上げニス 

安定感、ひび割れの確認と着色・保存について。 

園内を飾る環境構成について考察する。（講義） 

事前学習 テキスト P66～69を読む。 

事後学習 
素材の特性を生かす仕上げと展示の工夫、制作工

程をまとめてファイリングする。 

第８回 
光と影の世界（影絵シアター）グループワーク 

レッジョエミリアの幼児教育と芸術士の役割 

事前学習 テキスト P134、158を読む。 

事後学習 光と影の活用法についてまとめる。 

第９回 
光と影の世界（影絵シアター）グループワーク 

光を活用した造形遊びの体験（演習と相互評価） 

事前学習 事前配布資料を読む。 

事後学習 相互評価コメントをまとめてファイリングする。 

第１０回 
身近な自然物や人口の材料を用いた題材設定（模擬保

育、ワークショップ） 

事前学習 テキスト P128、194、204を読む。 

事後学習 発達段階を意識した環境構成等をまとめる。 

第１１回 
パネルシアターの歴史と物語の選定（心を動かす出来

事との出会いと共有） 

事前学習 テキスト P94、95を読む。フランネルの準備。 

事後学習 仕掛けの特性の理解と実習を想定した題材選定。 

第１２回 
パネルシアターの下絵と製作（素材に親しみ工夫して

遊ぶ）（エプロンシアター、ペープサートとの比較） 

事前学習 
テキスト P34、38、132 を読む。材料・用具の準

備。 

事後学習 仕掛けの理解と用具・材料の準備をする。 

第１３回 
パネルシアター演じ方と舞台設定（視聴覚教材の活

用）課題のまとめ 発表会 

事前学習 テキスト P98、99を読み演じ方の練習と発表準備 

事後学習 相互評価コメントをまとめてファイリングする。 

  

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「空き箱、牛乳パックを使った手作りおもちゃ」について、作品とその作り方等をレポートにまとめ

なさい。詳細は授業の中で指示。 レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 実施時期：第 5 回の授業後に実施す

る。 提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。 提出後、作品講評・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室

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

習：レポート作成と作品講評指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 授業内容：「版を使った表現【凸版 紙版画Ⅲ（台紙版）】」 実施時期：第 8 回の授業日以降の

補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 事前学習：テキスト p48、49 を熟読し、支援の方法について

その体系を調べておく。 事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） スクールソーシャルワーク演習 （1 単位） 

３．科目番号 

SSMP4472 

SCMP4472 

SBMP4472 ２．授業担当教員 大門 俊樹 

４．授業形態 演習、学校または子ども支援に関するフィールド体験 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

①個別事例へのアセスメントのみでなく、ソーシャルワーカーとして、教育行政や学校の動き、地域を把
握し、地域アセスメント、学校（地域機関）アセスメントができる力をつける。②ＳＳＷ実践、特にメゾ・
マクロプラクティスについて実際に体験的に習得する。③記録化する手法を持たない学校のなかで、記録化

するだけでなく、校内で記録用紙を創造し、蓄積していく力をつける。 

８．学習目標 

これまで社会福祉専門職が入ったことのなかった学校にソーシャルワークの視点を導入し、学校現場でソ
ーシャルワーク実践をどのように進めていけばいいのか、ミクロ・メゾ・マクロの観点すべてを視野に入れ
るスクールソーシャルワーカーの動きを実践的に習得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業期間中に、学校または子ども支援に関する施設へボランティアとして行き、フィールド体験を行うと

ともに、その内容と成果について授業内で発表し、レポートにまとめる。それ以外の課題については、授業

中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

門田光司・鈴木庸裕『ハンドブック・学校ソーシャルワーク演習～実践のための手引～』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

門田光司・奥村賢『スクールソーシャルワーカーのしごと 学校ソーシャルワーク実践ガイド』中央法規。 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 個別事例へのアセスメントのみでなく、ソーシャルワーカーとして、教育行政や学校の動き、地域を把

握し、説明できるか。 

2) 地域アセスメント、学校（地域機関）アセスメントし、説明できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合的して評価する。 

１ 授業への積極的参加          総合点の２０％ 

２ レポート               総合点の５０％ 

３ フィールド体験とそのレポート     総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．本授業の受講については次の点が前提となる。 

・3 年次にソーシャルワーク実習を終了していること。 

・社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格取得に向けて十分な学習をし、基本的知識と技術を備え

ていること。 

・スクールソーシャルワーク実習に行く準備をしていること。 

２．欠席・遅刻・早退をしないこと。 

３．授業中は携帯電話や PHS 等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。 

４．授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も改善が見られないときは、F 評価とす

る。 

５．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループディスカッションや意見の発表時には間違いを恐

れず、恥ずかしがらずに前へ出ること。 

６．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 

13．オフィスアワー 最初の授業で発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（内容・進め方・評価

方法）、 

貧困家庭の子どもたちへの支援１ 

（貧困家庭の支援機関を知る） 

事前学習 テキスト第３章の pp.107～118 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 貧困家庭の子どもたちへの支援についてまとめる。 

第２回 
特別支援教育の子どもたちへの支援１ 

（特別支援教育の支援機関を知る） 

事前学習 テキスト第３章の pp.127～138 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 特別支援教育の子どもたちへの支援についてまとめる。 

第３回 
ゲストスピーカーを迎えて（１） 

 

事前学習 ゲストスピーカーに質問したいことを考える。 

事後学習 ゲストスピーカーの話から得たことをまとめる。 

  



 

 

第４回 
精神疾患の子どもたちへの支援１ 

（精神疾患の支援機関を知る） 

事前学習 テキスト第３章の pp.145～153 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 精神疾患の子どもたちへの支援についてまとめる。 

第５回 
精神疾患の子どもたちへの支援２ 

（事例学習） 

事前学習 
テキスト第３章の pp.153～169 を熟読し、アセスメントシー

トを作成する。 

事後学習 テキスト p.169の「事例を振り返る」を考え、理解を深める。 

第６回 
事例を使った演習１ 

（知的障害のある不登校児への支援１） 

事前学習 
テキスト第 4 章の pp.173～181 の事例（１）を熟読し、アセ

スメントシートを作成する。 

事後学習 事例（１）のエコマップを作成する。 

第７回 
事例を使った演習１ 

（知的障害のある不登校児への支援２） 

事前学習 事例（１）の支援計画を作成する。 

事後学習 テキスト p.181の演習課題に取り組む。 

第８回 ゲストスピーカーを迎えて（２） 

事前学習 ゲストスピーカーに質問したいことを考える。 

事後学習 ゲストスピーカーの話から得たことをまとめる。 

第９回 

事例を使った演習２ 

（「不登校」の背景に存在する環境への介

入事例１） 

事前学習 
テキスト第 4 章の pp.181～190 の事例（２）を熟読し、アセ

スメントシートを作成する。 

事後学習 事例（２）のエコマップを作成する。 

第１０回 

事例を使った演習２ 

（「不登校」の背景に存在する環境への介

入事例２） 

事前学習 事例（２）の支援計画を作成する。 

事後学習 テキスト pp.189～190 の討議ポイントに取り組む。 

第１１回 
事例を使った演習３ 

（知的障害を持つ児童への就学支援１） 

事前学習 
テキスト第４章の pp.190～204 の事例（３）を熟読し、アセ

スメントシートを作成する。 

事後学習 事例（３）のエコマップを作成する。 

第１２回 
事例を使った演習３ 

（知的障害を持つ児童への就学支援２） 

事前学習 事例（３）の支援計画を作成する。 

事後学習 テキスト pp.204～205 の演習課題に取り組む。 

第１３回 まとめ（事例に関する総合学習） 

事前学習 
テキストで取り上げた事例のうち１つを選び、再度熟読す

る。 

事後学習 
スクールソーシャルワーカーとしてその事例を扱うと仮定し

て、どのように介入するか考察する。 

課題研究

１ 

第 1 回の授業で行った子どもの貧困に関するワークを踏まえて、貧困家庭の子どもたちへの支援についてレポートにまと 

めなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 2回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

第 3 回の授業を踏まえて、特別支援教育の子どもたちへの支援についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,440字程度） 

実施時期：第 3回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後に教室で行う。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
スクールソーシャルワーク論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3306 

SCMP3306 

SSMP4306 

SCMP4306 
２．授業担当教員 北爪 克洋 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
GPAが3.5以上であること 

７．講義概要 

子ども家庭福祉におけるスクールソーシャルワークの位置づけを意識しながら、その固有性、特性をまず

理解する。その後、①スクールソーシャルワークの価値、目的、役割、②アメリカ・韓国・日本のスクールソ
ーシャルワーク、③学校及び連携機関の理解、④スクールソーシャルワークの基礎理論及び展開過程、⑤ス
クールソーシャルワーク実践などについて学んでいく。 

８．学習目標 

・ わが国の学校現場の理解、児童問題について理解したうえで、学校現場にスクールソーシャルワークを導

入する意義について理解し、説明することができる。 
・ スクールソーシャルワークの実践過程、理論及びわが国における実践状況を学ぶとともに、海外のスクー

ルソーシャルワーク実践についても理解し、説明することができる。 

・ わが国においては、これから作られていく新しい領域であり、エビデンスに基づいた実践へと発展するこ
とを目標とする。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題については、講義中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山野則子・野田正人・半羽利美佳編著『よくわかるスクールソーシャルワーク 第 2 版』ミネルヴァ書房、

2016 年。 

【参考書】 

門田光司・奥村賢一『子ども・家庭・学校支援の実際 スクールソーシャルワーカー実践事例集』中央法規、

2014 年。 

門田光司・奥村賢一『スクールソーシャルワーカーのしごと 学校ソーシャルワーク実践ガイド』中央法規、

2009 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 学校現場にスクールソーシャルワークを導入する意義について理解し、説明することができるか。 

2) スクールソーシャルワークの実践過程、理論及びわが国における実践状況、海外のスクールソーシャル

ワーク実践について理解し、説明することができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合的して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の２０％ 

２ レポート            総合点の５０％ 

３ フィールド体験とそのレポート  総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．本授業の受講については次の点が前提となる。 

・3 年次にソーシャルワーク実習を終了していること。 

・社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格取得に向けて十分な学習をし、基本的知識と技術を備えてい

ること。 

・スクールソーシャルワーク実習に行く準備をしていること。 

２．欠席・遅刻・早退をしないこと。 

３．授業中は携帯電話や PHS 等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。 

４．授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も改善が見られないときは、F 評価とす

る。 

５．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループディスカッションや意見の発表時には間違いを恐

れず、恥ずかしがらずに前に出ること。 

６．授業中に指示された課題の提出期限は厳守すること。 

13．オフィスアワー 初回の講義時に提示する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（内容・進め方・評価方

法・スクールソーシャルワークの現況等） 

事前学習 
なぜスクールソーシャルワークを学ぼうと思うのか、よく

考え整理して授業に臨む。 

事後学習 
スクールソーシャルワークの現況についてわかったことを

まとめる。 

第２回 学校・子どもたちが抱える課題 

事前学習 現在、学校・子どもたちが抱える課題を挙げて授業に臨む。 

事後学習 
テキスト第 1 章を熟読し、「なぜスクールソーシャルワー

クが必要なのか」についてまとめる。 

第３回 スクールソーシャルワークとは 

事前学習 テキスト第 2 章を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
スクールソーシャルワークの価値、目的と役割についてま

とめる。 



 

 

第４回 
アメリカのスクールソーシャルワーク、韓

国のスクールソーシャルワーク 

事前学習 テキスト第3章第1～3節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
アメリカと韓国のスクールソーシャルワークから学べる点

についてまとめる。 

第５回 
学校教育とスクールソーシャルワーク① 

（教育行政の仕組みと学校） 

事前学習 テキスト第4章第1～3節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 教育行政の仕組みと学校についてまとめる。 

第６回 

学校教育とスクールソーシャルワーク② 

（スクールソーシャルワークにおける教育

委員会の役割） 

事前学習 テキスト第 4 章第 4,6,7 節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
スクールソーシャルワークにおける教育委員会の役割につ

いてまとめる。 

第７回 
教育（学校）が連携する機関とその機能① 

（児童相談所と福祉事務所の機能） 

事前学習 第 5 章第 1～3 節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 児童相談所と福祉事務所の機能についてまとめる。 

第８回 

教育（学校）が連携する機関とその機能② 

（福祉事務所・要保護児童対策地域協議会・

児童福祉施設の機能） 

事前学習 第 5 章第 4,5,8節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 市町村と要保護児童対策地域協議会についてまとめる。 

第９回 スクールソーシャルワークの基礎理論 
事前学習 第 6 章を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 エコロジカル・アプローチと修復的対話についてまとめる。 

第１０回 
スクールソーシャルワークの展開過程① 

（ミクロ実践の展開過程） 

事前学習 第 7 章第 1～3 節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 ミクロ実践の展開過程についてまとめる。 

第１１回 
スクールソーシャルワークの展開過程② 

（メゾ実践の展開過程） 

事前学習 第 7 章第 4～7 節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 メゾ実践の展開過程についてまとめる。 

第１２回 
スクールソーシャルワーク実践 

（社会状況とスクールソーシャルワーク） 

事前学習 第 8 章第 4 節を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 いじめとスクールソーシャルワークについてまとめる。 

第１３回 
スクールソーシャルワーカーについての説

明 

事前学習 プレゼンテーション用資料を作成する 

事後学習 
プレゼンテーションについて自己評価し、資料の妥当性と

発表の在り方について客観的な評価をまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 4 回、第 5 回の海外のスクールソーシャルワークの実際を踏まえて、日本のスクールソーシャルワ

ークについてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 2 枚（2,880 字程度） 

実施時期：第 4回の講義終了後に実施する。 

提出期限：第 6 回の講義開始時に提出する。また、提出されたレポートを用いて、第 6 回の講義時に質疑応答と受講者

相互の意見交換を行う。 

事後学習：日本のスクールソーシャルワークの歴史と現状を踏まえて、関連する社会資源、また必要となるソーシャル

ワーク技術についてまとめていく。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：スクールソーシャルワーカーの説明についてプレゼンテーション資料を作成しなさい。このレポート

の目的は、他職種、特に小中学校の教員へのスクールソーシャルワーカーとの連携・協働を働きかけ

るための職種理解を求めることを想定している。 

レポート形式：パワーポイントを用いたプレゼンテーション用の資料。パワーポイントの書式等については課題実施に

提示する。 

実施時期：第１２回の講義終了後に実施する。 

提出期限：第１３回の講義においてプレゼンテーションを実施し、その際に資料を提出する。 

事後学習：プレゼンテーション実施後、資料の妥当性と発表の在り方について自己評価を行い、考察レポートを作成す

る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活（小） （2単位） 

３．科目番号 EDEL3308 

２．授業担当教員 沼澤 清一 

４．授業形態 
プレゼンテーション、ディスカッション、グループ学習、フィール
ドワーク、講義等 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

身近な人や社会、自然と直接かかわる具体的な活動や体験の中で、幼児・児童等に生まれる気づきの重要
性を理解する。日常生活の中で感じる興味、関心から、自分自身や自分の生活について考えさせ、その過程

を通して、基本的な生活習慣、思考力、理解力、社会性を育成する。また、地域の環境や幼児・児童等の発
達段階に応じた生活教育のあり方について学ぶ。これらを通じて、児童の自立の基礎作りを行うための指導
について、求められる生活科の授業実践の力量(授業力)を身に付けることができるようにする。 

８．学習目標 

1 生活科の活動の構成原理を学び、生活科の趣旨や目標、内容に関するポイントが説明できるようになる。 
2 子どもは、普段どんな人々と関わり、何に興味を持っているか、普段の生活の様子を観察することを通

して知り、発表できるようになる。 

3 身近な自然を利用したり、身近にある物を使ったりして、遊びや遊びに使う物を作ることができるよう
になる。 

4 グループで協力して地域調査を行い、地域素材を収集してマップを作成することができるようになる。 

5 子どもの生活に関係した、効果的な教材を作ることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

【課題レポート】 

・次の1～2を課題レポートとする。 

課題1 : 生活科の学習指導の特質について考察する。 

課題2 : 生活科の教材研究について考察する。 

【振り返りシート】「日常の学習状況」に加味する。 

   講義の終了後、講義によって何が解決され、何が解決されなかったのか、また、自分自身はどのよう

な考えを持ったのかなどについてまとめ、講義終了の３日後までに提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】文部科学省編『小学校指導要領解説 生活科編』日本文教出版、2012年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活科の目標や内容、特徴を理解できているか。 

２．生活科の目標や内容、特徴を理解した上で、自分なりの意見や考えを表現できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極性（発言等）     総合点の２０％ 

２ 日常の学習状況（出席・提出物）  総合点の３０％ 

３ 課題レポート（中間・期末）    総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生活科は、小学校入学期の児童にとって他教科との合科の中で中核となる教科と位置づけられています。

「学び」のスタートとしての位置づけは、児童に「学ぶことの楽しさ」を実感させる教師の立ち位置を考慮

した指導を目指す必要を強く感じます。 

主体的・対話的で深い学びを導く教師を目指すためにも、まず自ら積極的に探究的な課題に取り組むよう

に努めましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業者としての意識改革：「教える」とは  

「カタツムリの発表」の授業記録をもとに子どもの視点か

ら捉える。 

事前学習 生活科の学習内容について確認しておく。 

事後学習 
自分なりの授業観についての考えをまとめ

る。 

第２回 
気づく力を育てる授業づくりとは  

アサガオ栽培の実践から生活科教育のあり方を考える。 

事前学習 
アサガオの栽培について教材提示・指導方

法について確認しておく。 

事後学習 
生活科について教材観・指導観の視点から

自分の考えをまとめる。 

第３回 
教育課程における生活科の位置づけと生活科の単元構成 

小学校学習指導要領の変遷から考える。 

事前学習 学習指導要領を読んでくる。 

事後学習 
現代の子どもを取り巻く環境について復習

する。 

第４回 

小学校入学期における生活科の位置づけ 

小一プロブレム問題から見える入学期の児童対応における

生活科の位置づけを把握する。 

事前学習 
自分の経験を踏まえながら小学校入学期の

児童の姿についてまとめておく。 

事後学習 
小一プロブレム問題について説明できるよ

うにまとめをしておく。 

第５回 
幼保教育と小学校教育の違い 

教育課程の違いから捉えられる子どもの学びと指導法 

事前学習 
自分の経験を踏まえながら幼児教育での幼

児の姿についてまとめておく。 

事後学習 
比較を通してそれぞれの長所についてまと

めておく。 

第６回 

生活科の２年間の内容構成・教材研究 

生活科の学習内容、目標、学習活動について指導者の視点

から捉え、教材研究の仕方を考える。 

事前学習 
生活科の位置づけについて自分なりの考え

をまとめる。 

事後学習 教材研究の仕方について整理しておく。 



 

 

第７回 

フィールドワークから教材作成(2) 

植物・生き物の教材化 

課題研究１の「はてな？」の追究発表を行う。 

「はてな？」を基に、植物・生き物内容を全体構成から捉

えさせる教材開発について学ぶ。 

事前学習 
学習指導要領解説の内容項目 5 を読み、春

の植物を教材とする活動を構想する。 

事後学習 
学習内容のまとめを行う。 

「はてな？」と追究の記録を提出する。 

第８回 
生活科教材研究(1) 

グループで地域を巡り、教材を収集する。 

事前学習 
街の様子に気を配りながら歩き、情報を収

集する。 

事後学習 
子どもが発見しそうな物・事に留意しなが

ら街を歩く。 

第９回 
生活科教材研究(2) 

グループで地域を巡り、収集したことをまとめる。 

事前学習 収集した情報をまとめておく。 

事後学習 発表準備 

第１０回 

生活科教材研究(3) 

生活科内容に則して収集した教材についてグループごとに

発表する。 

事前学習 発表の手順及び内容と方法を考える。 

事後学習 

他のグループの発表を聞き、自身のグルー

プのまとめと比較しながら、生活科内容へ

の理解を深める。 

第１１回 

生活科の指導案の書き方・評価の考え方 

自分で選択した単元に基づいて指導案のポイントを考え

る。 

事前学習 指導案を作成する単元を決めておく。 

事後学習 

評価について、目的・方法を整理する。 

他の発表を聞き、参考になった内容・方法や

気づいたこと、感想をまとめる。 

第１２回 

学習指導案の検討 

作成した指導案を基に、グループで発表しあい、意見を交

流する。 

事前学習 指導案を作成する。 

事後学習 
秋期の生活科指導法まで、分担した取り組

みとしてまとめておく。 

第１３回 

生活科と他教科との関連 

生活科と他教科・総合的な学習の時間との関連、幼児教育

との関連について捉える。 

事前学習 
グルーでの交流を通して学んだことを取り

入れて指導案を修正する。 

事後学習 
生活科の意義について、自分なりの考えを

まとめておく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：植物・生き物を観察して「はてなカード」A4１枚にまとめなさい。教師が観察して得た「はてな？」

を子供達に伝えるという視点で作成すること。   ・・・フィールドワークから教材作成(1)  

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業で発表し、添削指導・質疑応答・意見交換を行い、その後提出する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：これまでの授業を振り返りながら「子どもの笑顔で結ぶ保護者との連携」を読んで、生活科で保護

者・子ども・教師を繋げるという視点に立って感想をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1000字程度） 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
生活（幼） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3383 

２．授業担当教員 杉山 憲江 

４．授業形態 講義、実習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教科｢生活｣の新設から今改訂までの学習指導要領の変遷について学ぶとともに、新学習指導要領の目標や
内容、基本的方針など理解を深め、幼児期から児童期へのスムーズな移行を意図していることに気付き、｢遊

び」「基本的生活習慣」を基にその連関について考察する。そして、生活科学習内容項目について理解したう
えで具体的な教育課程や指導案展開の活動事例を構想する。さらに、グループワークやディスカッションの
学習や実践的体験活動を通して子どもの気づきを大切にした教師側の声の掛け方や支援・地域環境や幼児･児

童等の発達段階に応じた生活科教育のあり方を考え、それらの学習を基にして、教科「生活」を横断的･系統
的視点から他教科等との関連･総合学習との関連・幼児教育との関連について学んでいく。 

８．学習目標 

１.教育課程における生活科の位置、子ども観、生活科の目標、学習内容について理解し、説明することが

できる。 
２.具体的な体験学習を通した生活科学習のあり方について理解し、説明できる。 
３.生活科の指導計画や活動展開について構想し、表現することができる。 

４.生活科と幼児教育の連続や関連性について具体的に考えることができる。 
５.総合的な教科としての特性を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 「幼児教育と生活科の関連性について」の論述文を作成する。 

課題２ 植物･動物を教材として扱う場合の基礎的基本的知識の定着を確認する。（飼育･栽培･遊び･情報） 

課題３ 公共施設(公園･公民館･博物館･駅など)の体験を基にして活動展開事例(A.B)を構想し、発表しあ

う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】文部科学省編『小学校指導要領解説 生活科編』東洋館出版。平成 30年 2月 

     文部科学省編『幼稚園教育要領解説』フレーベル館。H30年 3月 

【参考書】検定教科書『あたらしいせいかつ 上下』東京書籍。 

     田村学編著 H29年版『新学習指導要領の展開 生活』明治図書 2017年 

     国立教育政策研究所『幼児期から児童期への教育』H29年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活科の目標や内容、特徴を理解できているか。 

２．生活科の目標や内容、特徴を理解した上で、自分なりの意見や考えを表現できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極性（発言等）     総合点の２０％ 

２ 日常の学習状況（出席・提出物）  総合点の３０％ 

３ 課題レポート（中間・期末）    総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業の目標である幼児教育と生活科の関連性について体験･視覚･ディスカッション･グループワーク・フ

ィールドワークなどを通して興味･関心を持って取り組めるよう楽しい授業を創意工夫します。学習を通して

人間性･専門的技術を備えた教師を目指し日々自己研鑽に励んでください。さらに、演習･実習における準備

などをしっかり行い、授業課題に対する積極的な取組みを期待します。 

13．オフィスアワー 授業内(初回授業)で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・オリエンテーション(シラバス説明・課題説明など) 

・生活科新設（H1 年改訂小学校学習指導要領）の背景生活

科変遷について（H11年･H23年改訂小学校学習指導要領・

H29年告示小学校学習指導要領）の概略を理解する。 

事前学習 
シラバス･学習準備について書き込める予

定表を準備し臨むこと。 

事後学習 
学習日程･学習内容･学習準備について確

認し、学習の見通しを持つ。 

第２回 
・幼児教育における発達段階の把握と幼児教育のねらい 

幼児教育と小学校教育との関連性と連続について 

事前学習 
｢学習指導要領解説」pp1～7 を読み、生活

科の変遷の概略を理解しておく。 

事後学習 

生活科の教科としての意義をまとめ、自

分の言葉で文章化しておく。 生活科と

は１   

第３回 

生活科における学習の内容項目１(学校と生活) 内容項目

２(家庭と生活) 内容項目３(地域と生活)の学習内容を理

解してどんな学習展開が考えられるか構想する。 

事前学習 

「学習指導要領解説」学習内容項目 pp.29

～35幼稚園教育要領解説第 1章第 2節幼児

の終わりまでに育ってほしい姿」を読み授

業に臨む。 

事後学習 

学習内容項目 1.2.3.についてのポイント

や授業を通して構想した活動展開事例を

まとめておく。 

第４回 

生活科における学習の内容項目７(栽培・飼育)について 

・飼育、栽培（小動物・魚・虫・水生生物・花や野菜の栽培）      

知識と指導支援方法の理解① 

事前学習 

｢学習指導要領解説」pp.43～46を読み、内

容項目７の活動内容を確認して授業に臨

む。 



 

 

 

事後学習 
資料を基に飼育・栽培活動の学習指導に対

する知識を確認しておく。 

第５回 

生活科における学習の内容項目７(飼育) 

直接体験から生まれる子どもの気付き②  

幼児教育における評価ウサギ・ヤギの飼育学習体験について

校内で飼育されている動物とのかかわりを通して子どもた

ちにどんな支援指導が必要なのか考察していく。 

事前学習 

ウサギ・やぎの生態について調べ授業に臨

むこと。自然や生き物とかかわる体験活動

ができる服装や持ち物などを準備する。  

事後学習 
飼育学習体験における学習活動について

指導支援の留意点をまとめておく。              

第６回 

学校教育の基盤としての幼児期の生活経験のあり方や必要

性について学ぶ。 

・幼児教育における探検遊び  

・基本的生活習慣の支援 

・幼児教育と小学校教育の評価の仕方の違い  

に視点を当て幼児教育との関連性を学ぶ。 

事前学習 

｢幼稚園教育要領解説｣pp.90～93 「幼児

期から児童期への教育」pp.8～30を読み、

授業に臨むこと。幼稚園教育要領解説を準

備しておく。 

事後学習 

基本的生活習慣を身につけることに視点

をあて、幼児教育と生活科学習の関連性を

自分の言葉で文章化しまとめておく。  

生活科学習の評価の方法についてポイン

トをつかんでおく。  

第７回 

生活科における学習の内容項目６について 

・遊び（植物で遊ぶ･自然で遊ぶ･動くおもちゃ・昔の遊び） 

 知識と指導支援方法の理解② 

事前学習 

「幼稚園教育要領解説」pp.26～40「幼児期

から児童期への教育」pp.32～47 を読み、

授業に臨むこと。 

事後学習 
資料を基に遊びの学習に対する知識を確

認しておく。 

第８回 

生活科における学習の内容項目６について 

・直接体験から生まれる子どもの気付き２ 

（子どもの興味や意欲を育てる教師側の関わりや支援）  

・遊び体験 

遊び環境や教材としての遊びの扱い方などグループで体験

し合い深めていく。 

事前学習 

｢学習指導要領解説」pp.41～43内容項目６

を読み、活動内容を確認して興味や意欲を

持たせる工夫をした遊びの準備をして授

業に臨むこと。 

事後学習 
遊び体験における学習活動について指導

支援の留意点をまとめておく。 

第９回 

生活科における学習の内容項目８(人との交流)  

              ９(自分の成長） 

・情報(収集の方法・伝えあいの方法)   

知識と指導支援方法の理解③ 

事前学習 

｢学習指導要領解説」pp.46～51内容項目 8・

9 を読み、さらに pp.94～99 の学習指導の

進め方について目を通して授業に臨むこ

と。 

事後学習 
授業内容と資料を基に活動の発表や表現

について整理しておく。 

第１０回 

生活科における学習の内容項目４（公共物・公共施設） 

内容項目５(四季の変化 秋) 

・安全で楽しい活動・四季の変化を感じる活動をさせるには

どう指導支援の計画を立てたらよいか構想作成する。 

直接体験から生まれる子どもの気付き② 

事前学習 

｢学習指導要領解説」pp.29～32 内容項目

4.5.6 を再度読みなおしておく。公共施設

(公園･公民館･博物館･駅など)の変化を感

じる場や新たな場を選び、フィールドワー

クをして授業に臨むこと。 

事後学習 

フィールドワーク経験を基に季節感をも

たせる活動の展開事例案 Bを推敲し提出す

る。      活動展開事例案 B ３ 

第１１回 

生活科・他教科・総合的な学習の時間との関わりやつながり

について 

・系統的視点(幼児保育→生活科→総合学習･社会･理科) 

・横断的視点(国語･音楽・体育・道徳・図画工作⇔生活科) 

・スタートカリキュラムの編成について 

事前学習 
「学習指導要領解説」pp.78～83 を読み、

授業に臨むこと。 

事後学習 

他教科との系統性・横断的な関わりについ

て自分の言葉で文章化しまとめておく。 

生活科の系統的横断的視点から４ 

第１２回 

幼児教育と生活科学習の連続性と教科｢生活｣の展望１ 

・幼児教育における基本的生活習慣の確立が基盤となって

いることについて動機づけの観点から考える。 

・幼児期の基本的生活習慣についての必要性と方法を考え 

生活科の中でどう生かしていくのか連続性を考察する。 

事前学習 

「幼児期から児童期への教育」pp.61～70

「幼稚園教育要領解説」pp.90～93を読み、

授業に臨むこと。 

事後学習 
幼児教育と生活科学習の連続性について

自分の言葉で文章化しまとめておく。  

第１３回 

幼児教育と生活科学習の連続性と教科｢生活｣の展望２ 

・幼児期の遊び体験が生活科の学びの基盤になっているこ

とについて 

・「遊び」を中心とした幼児期の学びを生活科学習の中でど

う活かしていくのかその関連性を考察する。 

事前学習 
6 自分のまとめた文１～４を読み直して授

業に臨むこと。 

事後学習 

課題 1「幼児教育の保育内容と生活科学習

内容との関連性」についてまとめておく。 

幼児教育と生活科の関連性５ 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回･第 2 回の講義内容を踏まえて教科｢生活｣のあり方･スタートカリキュラムとしての捉え方･具

体的な指導計画を構想しまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚 

実施時期：第 2 回の授業後に実施する。 

提出日：第 4 回に授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を教室で授業終了後に行う。 



 

 

事後学習:第 13 回授禦において添削済みのレポート内容を基について意見交換し授業内容に活かす。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第４回の講義内容を踏まえて｢学習指導要領解説」pp.36～42内容項目 4.5.6を読み、公共施設(公園･

公民館･博物館･駅など)のフィールドワークをして活動展開事例案Åを構想し提出する。 

レポート形式: 用紙は第 4 回授業時に配布します。 

提出日：第 7回授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を教室で授業終了後に行う。 

事後指導:第 12 回授業時の活動展開事例案 B とともにそのレポートを見直し授業に活かすとともに意見交換などを通し

学びに役立てる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活（幼） （2単位） 

３．科目番号 
SJMP3383 

SJMP3283 
２．授業担当教員 沼澤 清一 

４．授業形態 講義、実習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教科｢生活｣の新設から今改訂までの学習指導要領の変遷について学ぶとともに、新学習指導要領の目標
や内容、基本的方針など理解を深め、幼児期から児童期へのスムーズな移行を意図していることに気付き、
｢遊び」「基本的生活習慣」を基にその連関について考察する。そして、生活科学習内容項目について理解し

たうえで具体的な教育課程や指導案展開の活動事例を構想する。さらに、グループワークやディスカッショ
ンの学習や実践的体験活動を通して子どもの気づきを大切にした教師側の声の掛け方や支援・地域環境や
幼児･児童等の発達段階に応じた生活科教育のあり方を考え、それらの学習を基にして、教科「生活」を横

断的･系統的視点から他教科等との関連･総合学習との関連・幼児教育との関連について学んでいく。 

８．学習目標 

１.教育課程における生活科の位置、子ども観、生活科の目標、学習内容について理解し、説明すること
ができる。 

２.具体的な体験学習を通した生活科学習のあり方について理解し、説明できる。 
３.生活科の指導計画や活動展開について構想し、表現することができる。 
４.生活科と幼児教育の連続や関連性について具体的に考えることができる。 

５.総合的な教科としての特性を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

【課題レポート】 

・次の1～3を課題レポートとする。 

課題1 : 生活科と幼児教育との関連を考える。 

課題2 : 生活科の学習指導の特質について考察する。 

【振り返りシート】「日常の学習状況」に加味する。 

   講義の終了後、講義によって何が解決され、何が解決されなかったのか、また、自分自身はどのよう

な考えを持ったのかなどについてまとめ、講義終了の３日後までに提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】文部科学省編『小学校指導要領解説 生活科編』日本文教出版、2012年。 

【参考書】沼澤清一『子どもの笑顔で結ぶ保護者との連携』明治図書、2006年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活科の目標や内容、特徴を理解できているか。 

２．生活科の目標や内容、特徴を理解した上で、自分なりの意見や考えを表現できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極性（発言等）     総合点の２０％ 

２ 日常の学習状況（出席・提出物）  総合点の３０％ 

３ 課題レポート（中間・期末）    総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生活科は、小学校入学期の児童にとっては、幼児期から児童期へのスムーズな移行を図るために重要な教科

であり、他教科との合科の中で中核となる教科と位置づけられています。幼児期の活動を通しての学びを広

げ・深めながら子どもに「学ぶことの楽しさ」を実感させる指導を身につけましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業者としての意識改革：「教える」とは  

「カタツムリの発表」の授業記録をもとに子どもの視点

から捉える。 

事前学習 生活科の学習内容について確認しておく。 

事後学習 
自分なりの授業観についての考えをまとめ

る。 

第２回 
気づく力を育てる授業づくりとは  

アサガオ栽培の実践から生活科教育のあり方を考える。 

事前学習 
アサガオの栽培について教材提示・指導方

法について確認しておく。 

事後学習 
生活科について教材観・指導観の視点から

自分の考えをまとめる。 

第３回 

教育課程における生活科の位置づけと生活科の単元構

成 

小学校学習指導要領の変遷から考える。 

事前学習 学習指導要領解説を読んでくる。 

事後学習 
現代の子どもを取り巻く環境について復習

する。 

第４回 

生活科の内容構成・教材研究 

生活科の学習内容、目標、学習活動について指導者の視

点から捉え、教材研究の仕方を考える。 

事前学習 
学習指導要領解説を、内容項目を基に読み

取っておく。 

第５回 

小学校入学期における生活科の位置づけ(1) 

小一プロブレム問題から見える入学期の児童対応にお

ける生活科の位置づけを把握する。 

事前学習 

学習指導要領解説の内容項目 1~3 を読み、

自分の経験を踏まえながら小学校入学期の

児童の姿についてまとめておく。 

事後学習 
小一プロブレム問題について説明できるよ

うにまとめをしておく。 

第６回 

小学校入学期における生活科の位置づけ(2) 

小一プロブレム問題から見える入学期の児童の保護者

対応について考える。 

事前学習 

学習指導要領解説の内容項目 2,6.8を読み、

保護者との関わり方について考えをまとめ

ておく。 

事後学習 入学期の保護者への対応について、まとめ



 

 

 

ておく。 

事後学習 教材研究の仕方について整理しておく。 

第７回 

フィールドワークから教材作成(2) 

植物・生き物の教材化 

課題研究１の授業での「はてな？」の追究発表を行う。 

「はてな？」を基に、植物・生き物内容を全体構成から

捉えさせる教材開発について学ぶ。 

事前学習 
学習指導要領解説の内容項目 5 を読み、春

の植物を教材とする活動を構想する。 

事後学習 
学習内容のまとめを行う。 

「はてな？」と追究の記録を提出する。 

第８回 

生活科の学習における言語活動の導入 

「書く」「話す・聞く」の活動をどのように取り入れるか

について、実践記録を基に交流を通して考える。 

事前学習 
言語活動と生活科の関わりについて、自ら

の経験を基にまとめておく。 

事後学習 
幼児教育と生活科のつながりから言語活動

についてまとめる。 

第９回 

フィールドワークから教材作成(3) 四季の変化 

直接体験を通して生まれる子どもの気づきを導くため

の教材開発の視点を学ぶ。 

事前学習 この時期の生き物について調べておく。 

事後学習 
フィールドワークを通して得た「はてな？」

の追究を行う。 

第１０回 

フィールドワークから教材作成(4) 学内探検 

第９回の授業での「はてな？」の追究発表を行う。 

直接体験を通して生まれる子どもの気づきを導くため

の教材開発の視点を学ぶ。 

事前学習 
学習指導要領解説の内容項目 4 を読んでお

く。「はてな？」追究の発表準備を行う。 

事後学習 

フィールドワークを通して得た「はてな？」

の追究を行う。 

活動展開事例案 Bの提出準備をする。 

第１１回 

生活科と他教科との関連 

生活科と他教科、総合的な学習の時間との関連、幼児教

育との関連について捉える。 

事前学習 
生活科改訂の趣旨について資料を参考にま

とめておく。 

事後学習 
生活科の意義について、自分なりの考えを

まとめておく。 

第１２回 

幼児教育における基本的生活習慣の確立と生活科学習

の連続性 

生活科につなげる幼児教育のあり方、幼児教育を生かし

た生活科のあり方について考察する。 

事前学習 事前に配付された資料を読み、授業に臨む。 

事後学習 

幼児教育と生活科学習の連続性について、

「基本的生活習慣の確立」の視点からまと

めておく。 

第１３回 

幼児教育における遊び体験と生活科学習の連続性 

生活科につなげる幼児教育のあり方、幼児教育を生かし

た生活科のあり方について考察する。 

事前学習 事前に配付された資料を読み、授業に臨む。 

事後学習 
幼児教育と生活科学習の連続性について、

「遊び」の視点からまとめておく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：植物・生き物を観察して「はてなカード」A4１枚にまとめなさい。教師が観察して得た「はてな？」

を子供達に伝えるという視点で作成すること。  ・・・フィールドワークから教材作成(1)  

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業で発表し、添削指導・質疑応答・意見交換を行い、その後提出する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：これまでの授業を振り返りながら「子どもの笑顔で結ぶ保護者との連携」を読んで、生活科で保護

者・子ども・教師を繋げるという視点に立って感想をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1000字程度） 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活支援技術・基本Ⅱ （4単位） 

３．科目番号 SNMP2115 

２．授業担当教員 櫻井 恵美 

４．授業形態 講義及び演習、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

介護を要する人たちに対し、尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律

を尊重していくことが必要である。潜在能力を引き出したり、見守ることも含めた適切な介護技術を用い

て、日常生活動作を安全に援助でき、根拠ある科学的な知識や技術を習得することを目的とする。 

生活支援技術に必要な人体の構造や機能について、｢こころとからだのしくみ」での学びから、現場に出

ても応用できるよう根拠に基づいた介護の知識と技術に重点を置き、授業を展開していく。 

８．学習目標 

生活支援技術・基本Ⅱが終了した時点で、下記について根拠に基づいた基本的介護の知識と技術が習得で

き、心身の状況に応じた介護を実践できることが期待される。 

1.自立に向けた身じたくの介護 

2.自立に向けた移動の介護 

3.自立に向けた食事の介護 

4.自立に向けた入浴・清潔保持の介護 

5.自立に向けた排泄の介護 

6.自立に向けた睡眠の介護 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

要介護者の状況に応じた自立に向けた生活支援技術の各目的、手順、留意点、その根拠と考察を演習シー

トにまとめて提出する。提出期限厳守。成績評価に反映されます。 
事前・事後学習およびレポート課題  
①学習の目標にあげられているそれぞれの介護技術について、演習内容について演習シートに記入し 

提出する。 
 ②高齢者に多い失禁に対する援助を根拠に基づいて指定用紙に整理する。第24回の授業で提出する。 
 ③第25回の事前学習として、紙おむつの体験を指定用紙にまとめる。 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】「生活支援技術・基本Ⅰ」と同じ教科書を使用するため、新たに購入する必要無し。 
【教材】】DVD 白井孝子、櫻井恵美監修 「根拠に基づく生活支援技術の基本」中央法規出版 2015 

【参考書】授業で随時紹介します。 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

1.自立に向けた身じたく、移動、食事、入浴・清潔保持、排泄、睡眠の各介護を習得できる 

2.実践したことの目的、方法、根拠をレポートにしてまとめることができる。 

○評定の方法 

1.到達度確認試験 (実技試験) 30% 

2.レポート 40％ 

3.授業態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

ただ単にテクニックを覚えるのではなく、｢こころとからだのしくみ」｢介護概論｣「生活支援技術・基本

Ⅰ」と関連付けながら、根拠に基づいた科学的生活支援技術の習得を行ってください。 
・介護しやすい指定の服装、身だしなみで授業に臨むこと。 
・介護福祉士としての基本的姿勢を身につけることを意識し、演習時においては、言葉遣い、立ち居振

る舞いに留意すること。 
・支援技術に必要な物品は忘れないように持参すること。忘れた場合には授業に参加できないため、欠
席または減点となる場合があります。 

・理解できないことをそのまま放っておかないこと。 
・自己流、根拠のない技術にならないよう基本技術をしっかり身につけること。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

「生活支援技術Ⅱ」のねらいと、単元の解説。グループ編
成 
テーマ｢自立に向けた睡眠の介護｣ 

睡眠の意義、目的を理解し、利用者の状態、状況に応じた
自立に向けた安眠を促す介護を習得する。 

事前学習 

シラバスを読み、本教科の内容を理解す

る。 
演習シート、資料等を整理するファイルを
用意する。 

自分の不眠状態の場合の原因を考える。 

事後学習 安眠への支援を根拠に基づき整理する。 

第２回 

テーマ｢「人の動きを支援するにあたって～動き出し～」と
自立に向けた移動の介護－歩行｣ 

人間らしく生活するために、移動の意義を学習し、「こころ
とからだのしくみ」で学んだからだの自然の動きを振り返
りながら、麻痺等の運動機能障害がある利用者の状態・状

況に応じて、残存能力を活用した支援技術のあり方を考え、
実践できるようにする。 
また、立って歩くことの意義を理解し、利用者の状態・状

況に応じた自立に向けた支援技術を習得する。 
 課題：左片麻痺のある要介護者の歩行介助 

・3動作歩行、2動作歩行 

・階段の上り下り 
・障害物を越える 

事前学習 

生活支援技術基本Ⅰで学習した、①自然な
からだの動き、②ボディメカニクスについ

て、③杖歩行介助について復習しておく。 

事後学習 
左片麻痺のある要介護者の歩行介助を根

拠に基づいて整理する。 



 

 

 

第３回 

テーマ｢自立に向けた移動の介護－ボディメカニクス－｣ 
生活支援を行っていく中で、介護を必要とする人と介護者
の安全と安楽の視点から、腰痛予防、ボディメカニクスを

理解し、その技術を習得する。 
課題：左片麻痺のある要介護者の上方移動の介助 
課題：左片麻痺のある要介護者の水平移動の介助 

事前学習 
生活支援技術Ⅱ pp.101～104 を読み、人
間の重心の位置を確認する。 

事後学習 
上方移動において、ベクトルの法則を活用

した介助を根拠に基づき、整理する。 

第４回 

テーマ｢自立に向けた移動の介護―体位変換｣ 
人間らしく生活するために、移動の意義を学習し、「こころ

とからだのしくみ」で学んだからだの自然の動きによる寝
返りなど、利用者の状態・状況に応じた自立に向けた支援
技術を習得する。 

課題： 左片麻痺のある要介護者の仰臥位から端座位への
介助 

事前学習 
生活支援技術Ⅱ pp.118～131 を読み、
背面法、対面法の違いを把握しておく。課

題研究 1に取り組む。 

事後学習 

トルクの原理を活用した仰臥から側臥位

への介助について、根拠に基づき、整理す

る。 

第５回 

｢自立に向けた身じたくの介護―衣服の着脱―｣ 

自己表現の視点から、身じたくについて学習し、利用者の
状態・状況に応じた自立に向けた支援技術を習得する。 
課題：和式寝間着の着脱介助(ベッド上) 

事前学習 

生活支援技術Ⅱ p.64を読み、和式寝間着

の衿の合わせ方（左前にしない）の理由を
考える。 
 

事後学習 
和式寝間着の着脱介助を根拠に基づき、整

理する。 

第６回 

テーマ｢自立に向けた身じたくの介護Ⅰ－衣服の着脱―｣ 
自己表現の視点から、身じたくについて学習し、利用者
の状態・状況に応じた自立に向けた支援技術を習得する。 

課題：左片麻痺のある要介護者の前開きパジャマの着
脱介助(椅座位) 

課題：左片麻痺のある要介護者のかぶり式パジャマの

着脱介助(椅座位) 

事前学習 
自分の利き手がマヒした場合の衣服の着
脱を体験する。 

事後学習 

左片麻痺のある要介護者の衣服の着脱介

助を根拠に基づいて演習シートに整理す

る。 

第７回 

テーマ｢自立に向けた身じたくの介護－身だしなみ―｣ 

自己表現の視点から、身じたくについて学習し、利用者
の状態・状況に応じた自立に向けた支援技術と、物品の
衛生管理の方法を習得する。 

課題：爪切り、ひげそり 

事前学習 課題研究 2に取り組む。 

事後学習 
爪切り、髭剃りの介助における留意点を整

理する。 

第８回 

テーマ｢自立に向けた移乗の介護－車椅子への移乗｣ 
介護を必要とする人がどのような状態であっても、社会
活動の拡大、余暇活動を目的とした移動ができるよう学

習し、福祉用具などの活用による利用者の状態・状況に
応じた自立に向けた支援技術を習得する 
課題：左片麻痺のある要介護者の端座位から立位への介

助 
課題：左片麻痺のある要介護者の仰臥位から端座位、立

位への介助 

課題：左片麻痺のある要介護者の車いすへの移乗介   
   助 

事前学習 
端座位から立位になるまでの体の動きを

意識しながら体験し、考える。 

事後学習 

左片麻痺のある要介護者の仰臥位から立

位への介助、車いすへの移乗介助を根拠に

基づいて整理する。 

第９回 

テーマ｢自立に向けた移乗の介護―ポータブルトイレへの
移乗｣ 

介護を必要とする人がどのような状態であっても、社会
活動の拡大、余暇活動を目的とした移動ができるよう学
習し、福祉用具などの活用による利用者の状態・状況に

応じた自立に向けた支援技術を習得する 
課題：左片麻痺のある要介護者のポータブルトイレへの

移乗介助 

事前学習 
左手足が不自由になった場合を想定し、ポ
ータブルトイレの望ましい設置場所を考
える。 

事後学習 

左片麻痺のある要介護者のポータブルト

イレへの移乗介助を根拠に基づいて整理

する。 

第１０回 

テーマ｢自立に向けた食事の介護－誤嚥、脱水①｣ 
食べることの意義や目的、「こころとからだのしくみ」で

学んだ口腔や咽頭部などの構造、嚥下のしくみから、咀
嚼、誤嚥などを学習し、安全で安心できる食事の方法を
理解する。 

事前学習 
「こころとからだのしくみ」で学習した、
食事の過程を考える。 

事後学習 
安全で安心できる食事の姿勢を根拠に基

づいて整理する。 

第１１回 

テーマ｢自立に向けた食事の介護－誤嚥、脱水②｣ 

食べることの意義や目的、「こころとからだのしくみ」で
学んだ心身の老化を理解した上で脱水の防止を学習す
る。 

事前学習 
「こころとからだのしくみ」で学んだ水分
の出納量を考える。 

事後学習 
高齢者の水分補給の必要性を根拠に基づ

いて整理する。 

第１２回 

テーマ｢自立に向けた食事の介護－食事介助①｣ 

介護を必要とする人がどのような状態であっても安全で
おいしく、楽しく食事ができるよう工夫し、利用者の状
態・状況に応じた自立に向けた支援技術を習得する。 

課題：食事介助の準備 

事前学習 

仰臥位の状態で水を飲んでみる。 

弁当（パン、おにぎり不可）、はし（割り箸
不可）、汁物、スプーン、水分、タオル持参
のこと 

事後学習 
安全でおいしく、楽しく食事ができるよう

な姿勢、介護者の位置を確認する。 

第１３回 
テーマ｢自立に向けた食事の介護－食事介助②｣ 

介護を必要とする人がどのような状態であっても安全で
事前学習 

食事の環境を整える。タオル、歯磨剤、歯

ブラシ、コップ、曲がりストロー 持参の



 

 

おいしく、楽しく食事ができるよう工夫し、利用者の状
態・状況に応じた自立に向けた支援技術を習得する。 
課題：左片麻痺のある要介護者、視覚障害のある要介護

者の食事介助、口腔ケア  

こと。 

事後学習 

左片麻痺のある要介護者、視覚障害のある

要介護者の食事介助を根拠に基づいて整

理する。 

第１４回 

テーマ｢自立に向けた入浴・清潔保持の介護Ⅰ－入浴①｣ 

清潔の意義を学習し、安全に安楽に入浴できるよう利用
者の状態・状況に応じた自立に向けた支援技術を習得す
る。 

課題：機械浴の準備 

事前学習 

生活支援技術Ⅱ p.226 を読み、機械浴
に必要な物品を考える。 
Ｔシャツ、短パン、タオル、バスタオル、

ビーチサンダル 水分持参のこと  

事後学習 機械浴で注意すべきことを考える。 

第１５回 

テーマ｢自立に向けた入浴・清潔保持の介護Ⅱ－洗髪①｣ 
介護を必要とする人がどのような状態であっても清潔が

保持できるよう、ベッド上での洗髪を学習し、利用者の
状態・状況に応じた自立に向けた支援技術を習得する。 
課題：洗髪器の作り方 

事前学習 

生活支援技術Ⅱ p.245 を読み、洗髪時
の注意点を考える。 

タオル、バスタオル持参のこと 

事後学習 安全で安楽な洗髪器の工夫をする。 

第１６回 

テーマ｢自立に向けた入浴・清潔保持の介護Ⅱ－洗髪②｣ 
介護を必要とする人がどのような状態であっても清潔が
保持できるよう、ベッド上での洗髪を学習し、利用者の

状態・状況に応じた自立に向けた支援技術を習得する。 
課題：ベッド上での洗髪の介助 

事前学習 
ベッド上で洗髪を行う際の安楽な姿勢を
考える。 

事後学習 
ベッド上での洗髪介助を根拠に基づいて

整理する。 

第１７回 

テーマ｢自立に向けた入浴・清潔保持の介護Ⅲ－部分浴①｣ 
介護を必要とする人がどのような状態であっても清潔が
保持できるよう、手浴や足浴などの部分浴を学習し、利

用者の状態・状況に応じた自立に向けた支援技術を習得
する。 
課題：ベッド上での足浴の準備 

事前学習 
生活支援技術Ⅱ pp.237～238 を読み、
足浴に必要な物品を考える。 
タオル、バスタオル持参のこと 

事後学習 ベッド上での足浴の注意点を考える。 

第１８回 

テーマ｢自立に向けた入浴・清潔保持の介護Ⅲ－部分浴②｣ 
介護を必要とする人がどのような状態であっても清潔が
保持できるよう、手浴や足浴などの部分浴を学習し、利

用者の状態・状況に応じた自立に向けた支援技術を習得
する。 
課題：ベッド上での足浴の介助 

事前学習 
ベッド上で足浴を行う際の安楽な姿勢を
考える。 

事後学習 
ベッド上での足浴介助を根拠に基づいて

整理する。 

第１９回 

テーマ｢自立に向けた入浴・清潔保持の介護Ⅳ－清拭①｣ 
介護を必要とする人がどのような状態であっても清潔が

保持できるよう、清拭を学習し、利用者の状態・状況に
応じた自立に向けた介支援技術を習得する。 
課題：ベッド上での背部清拭の準備 

事前学習 

生活支援技術Ⅱ p.248 を読み、背部清拭
に必要な物品を考える。 
浴用タオル 2枚、バスタオル ・ハンドタオ

ル各 1枚を持参のこと 

事後学習 
ベッド上で背部清拭を行う際の注意点を

考える。 

第２０回 

テーマ｢自立に向けた入浴・清潔保持の介護Ⅳ－清拭②｣ 
介護を必要とする人がどのような状態であっても清潔が

保持できるよう、清拭を学習し、利用者の状態・状況に
応じた自立に向けた支援技術を習得する。 
課題：ベッド上での背部清拭の介助 

事前学習 
ベッド上での洗髪を行う際の安楽な姿勢
を考える。 

事後学習 
背部清拭の介助を根拠に基づいて整理す

る。 

第２１回 

テーマ｢自立に向けた排泄の介護―排泄障害｣ 

排泄の意義や「こころとからだ」のしくみで学んだ排泄
のしくみ、老化による排泄の変化から、排泄介護を学習
する。 

事前学習 
「こころとからだ」のしくみで学んだ骨盤
底筋群の位置、排泄の生理を確認する。 

事後学習 
高齢者に多い失禁に対する援助を根拠に

基づいて指定用紙に整理する。 

第２２回 

テーマ｢自立に向けた排泄の介護―排泄介助①｣ 

介護を必要とする人がどのような状態であっても、社会活
動の拡大、余暇活動を目的とした移動ができるよう学習し、
福祉用具などの活用による利用者の状態・状況に応じた自

立に向けた支援技術を習得する 
課題：左片麻痺のある要介護者のポータブルトイレでの
排泄介助 

 ポータブルトイレの種類を確認しておく 

 

尊厳の保持を考え、左片麻痺のある要介護

者のポータブルトイレでの排泄介助を根

拠に基づいて整理する。 

第２３回 

テーマ｢自立に向けた排泄の介護－排泄介助②｣ 
介護を必要とする人がどのような状態であっても気持ち
よい排泄ができるよう工夫し、利用者の状態・状況に応

じた自立に向けた支援技術を習得する。 
課題：尿器、差し込み便器による排泄介助 

事前学習 
排泄介護で注意すべきことを要介護者の
立場にたって考える。 

事後学習 
尿器、差し込み便器の介助を根拠に基づい

て整理する。 

第２４回 

テーマ｢自立に向けた排泄の介護－排泄介助③｣ 
介護を必要とする人がどのような状態であっても気持ち
よい排泄ができるよう工夫し、利用者の状態・状況に応

じた自立に向けた支援技術を習得する。 
課題：ベッド上での布おむつの交換の介助 
課題：ベッド上での紙おむつの交換の介助 

事前学習 
課題研究 4に取り組み、感想・考察を整理
する。 

事後学習 
ベッド上での紙おむつの交換の介助を根

拠に基づき演習シートに整理する。 

第２５回 
テーマ「利用者の心身の状態に応じた介助」 
事例を通して、アセスメントし、介助内容を組み立てる。 

事前学習 

アセスメントについて調べ、その視点につ
いて確認しておく。事例を読み、利用者の
状況に応じた介助内容が組み立てられる

ようにしておく。 

事後学習 
介助内容を実践できるように繰り返し練

習する。 

第２６回 「実技試験」 事前学習 事例に基づいた介助が行えるよう技術等



 

 

 

事例を通して生活支援技術の試験を行う。 の練習をする。 

事後学習 
試験を振り返り、間違ったところを正しく

まとめ、実践できるようにしておく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：仰臥位から側臥位になるまでの体の動きを意識しながら体験し、仰臥位から側臥位への介助を根拠に

基づいて演習シートに整理する。 

レポート形式：実施前に指定用紙を配布します。 

実施時期：第 2回の授業後に実施する 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。提出後、第 4回の授業内で実践し質疑応答・意見交換を行う。 

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

事後学習：左片麻痺のある要介護者の仰臥位から側臥位への介助（背面法、対面法）について、介助手順・介助の留意

点をまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：整容の介護において、介護福祉士が行ってはいけない行為について挙げ、根拠（なぜ行ってはいけな

いか）を含めて、指定用紙にまとめる。 

レポート形式：実施前に指定用紙を配布します。 

実施時期：第 6回の授業後に実施する 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。提出後、第 7回の授業内で確認し質疑応答・意見交換を行う。 

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

事後学習：整容の介護におけるヒヤリ・ハットについて整理する。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：寝たきりの方の機械浴の介助における観察項目、介助の留意点についてレポートにまとめる。 

レポート形式：実施前に指定用紙を配布します。 

実施時期：第 14回の授業後に実施する 

提出期限：第 15回の授業開始時に提出する。提出後、第 15回の授業内で確認し質疑応答・意見交換を行う。 

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

事後学習：機械浴の介助における環境整備や介助の留意点を根拠に基づき整理し、レポートの修正を行う。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ： おむつ体験を通して、要介護者の精神的負担を理解する。指定用紙に記入し提出する。 

レポート形式：実施前に指定用紙を配布します。 

実施時期：第 21回の授業後に実施する 

提出期限：第 23回の授業開始時に提出する。添削指導後、第 24回の授業内で質疑応答・意見交換を行う。 

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

事後学習：専門職としての姿勢・言動について、利用者の尊厳を守る介護のあり方を整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
生活支援技術・形態Ⅱ （4単位） 

３．科目番号 SNMP3120 

２．授業担当教員 山下 喜代美 

４．授業形態 講義 演習 実技 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「生活支援技術・形態Ⅰ」を履修していること 

７．講義概要 

 内部障害者、視覚・聴覚障害者、肢体不自由者、知的障害者、精神障害者、重複障害者、高次脳機能障害者

の生活への影響を理解し、自立した生活を送るための生活支援のあり方について考える。 

また、生活支援上の留意点を理解し、具体的な生活支援の方法を学ぶ。 

８．学習目標 

１．それぞれの障害による日常生活への影響を説明できる 

２．それぞれの障害に応じた生活支援の具体的な方法を説明できる 

３．２の生活支援技術を実践できる 

４．生活支援に必要な福祉用具の活用目的、方法、注意点を説明できる 

５．障害がある方への自立支援の考え方を説明できる 

６．他職種との連携・協働における介護福祉士の役割を理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．障害に応じた介護技術の展開のまとめ（授業内で指示する） 

２．中間発表用の資料 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

『最新介護福祉士養成講座８ 生活支援技術Ⅲ』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．障害の特性からくる日常生活への影響を理解することができたか 

２．１を踏まえて、日常生活場面に対する支援の方法を実践することができたか 

○評定の方法 

課題の提出状況と内容 30％ 

中間発表 30％ 

介護技術修得状況 20％ 

授業態度 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生活支援技術を実践的に理解し、技術を習得する科目です。 

授業には積極的に参加し、演習は繰り返し行って技術を習得してください。 

グループでお互いに協力して演習し、個々の技術の向上を目指してください。 

13．オフィスアワー 時間割決定後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

本講義についての説明 

「利用者の状態・状況に応じた生活支援技術とは」 

「視覚、聴覚、重複障害に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 

シラバスを読んでおく 

視覚、聴覚障害が及ぼす日常生活

への影響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第２回 
「視覚、聴覚、重複障害に応じた介護」② 

   障害に応じた介護技術の演習と発表 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第３回 

「言語障害に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
言語障害が及ぼす日常生活への影

響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第４回 
「言語障害に応じた介護」② 

   障害に応じた介護技術の演習と発表 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第５回 

「心臓機能障害に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
心臓機能障害が及ぼす日常生活へ

の影響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第６回 
「心臓機能障害に応じた介護」② 

   障害に応じた介護技術の演習と発表 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第７回 

「呼吸機能障害に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
呼吸機能障害が及ぼす日常生活へ

の影響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第８回 
「呼吸機能障害に応じた介護」② 

   障害に応じた介護技術の演習と発表 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第９回 

「腎臓機能障害に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
腎臓障害が及ぼす日常生活への影

響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第１０回 
「腎臓機能障害に応じた介護」② 

   障害に応じた介護技術の演習と発表 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第１１回 

「膀胱・直腸の機能障害に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
膀胱・直腸の機能障害が及ぼす日

常生活への影響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 



 

 

 

第１２回 
「膀胱・直腸の機能障害に応じた介護」② 

   障害に応じた介護技術の演習と発表 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第１３回 

「小腸の機能障害、肝臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能障害に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 

小腸の機能障害、肝臓機能障害、ヒ

ト免疫不全ウイルスによる免疫機

能障害が及ぼす日常生活への影響

を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第１４回 

「小腸の機能障害、肝臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能障害に応じた介護」② 

   障害に応じた介護技術の演習と発表 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第１５回 

「肢体不自由（運動機能障害）に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 

肢体不自由（運動機能障害）が及ぼ

す日常生活への影響を整理してお

く 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第１６回 
「肢体不自由（運動機能障害）に応じた介護」② 

   障害に応じた介護技術の演習と発表 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第１７回 

中間発表会 

障害に応じた介護技術の展開 

 グループごとにまとめ、発表し検討する 

事前学習 
高次脳機能障害（認知系）が及ぼす

日常生活への影響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第１８回 

中間発表会 

障害に応じた介護技術の展開 

 グループごとにまとめ、発表し検討する 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第１９回 

「高次脳機能障害（認知系）に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
高次脳機能障害（行為系）が及ぼす

日常生活への影響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第２０回 
「高次脳機能障害（認知系）に応じた介護」② 

   障害に応じた介護技術の演習 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第２１回 

「高次脳機能障害（行為系）に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
障害が及ぼす日常生活への影響を

整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第２２回 
「高次脳機能障害（行為系）に応じた介護」② 

   障害に応じた介護技術の演習 

事前学習 介護の手順を考える 

事後学習 介護手順の留意点を整理する 

第２３回 

「難病に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
難病が及ぼす日常生活への影響を

整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第２４回 

「精神障害に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
精神障害が及ぼす日常生活への影

響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第２５回 

「発達障害、重症心身障害に応じた介護」 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
発達障害が及ぼす日常生活への影

響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

第２６回 

「知的、重症心身障害に応じた介護」① 

日常生活への影響を整理し介護の必要性と介護方法を考える 

他職種との連携・協働における介護の役割を理解する 

事前学習 
知的、重症心身障害が及ぼす日常

生活への影響を整理しておく 

事後学習 介護の必要性をまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「難病に応じた介護」 

        第 23 回の授業内容を踏まえてレポートをまとめる。難病の方への日常生活支援方法、留意点を具体

的に記述する 

用紙：授業で配付する「介護技術手順のまとめ」 

実施時期：第 23回の授業後 

提出期限：第 23回の授業で指示する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「精神障害に応じた介護」 

        第 24 回の授業内容を踏まえてレポートをまとめる。精神障害の方への日常生活支援方法、留意点を

具体的に記述する 

用紙：授業で配付する「介護技術手順のまとめ」 

実施時期：第 24回の授業後 

提出期限：第 24回の授業で指示する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：「発達障害に応じた介護」 

        第 25 回の授業内容を踏まえてレポートをまとめる。発達障害の方への日常生活支援方法、留意点を

具体的に記述する 

用紙：授業で配付する「介護技術手順のまとめ」 

実施時期：第 25回の授業後 

提出期限：第 25回の授業で周知する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 



 

 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：「知的障害に応じた介護」 

        第 26 回の授業内容を踏まえてレポートをまとめる。知的障害の方への日常生活支援方法、留意点を

具体的に記述する 

用紙：授業で配付する「介護技術手順のまとめ」 

実施時期：第 26回の授業後 

提出期限：第 26回の授業で指示する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
生活支援技術・余暇 （2単位） 

３．科目番号 SNMP3106 

２．授業担当教員 飯田 昌男 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ソーシャルワーク実習関係、レクリエーション関係の科目を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

福祉施設におけるレクリエーションを学ぶ。レクリエーションは、生きる喜びである。休養、気晴らし、

気分転換、さらに生活意欲の向上、人間関係の円滑化、自己実現等、すべての人が共有することで生活の快

を向上させる。そのための基礎知識の理解、技術を体験し身に付け、活用できる福祉社会の支援者として誇

りと自信を持てるようにしたい。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

１．レクリエーションの本質を理解し支援の方法を体験する。 

２．介護現場におけるレクリエーション活動の支援の在り方を探求する。 

３．施設、用具、組織等を活用して、場に応じた援助が図れる技術を身につける。 

４．自身のレクリエーションに対する理念を確立して誇りと自信を持てるようになる。 

５．日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１,レクリエーションサービスの運営Ⅰ 展開案の提出と発表 

   現場での余暇支援の企画案を作成し、学生を施設利用者に見立てて発表する。 

２,レクリエーションサービスの運営Ⅱ 展開案の提出と発表 

   グループに分かれて企画案（就職希望施設）を作成し、学生を施設利用者に見立てて発表する。 

３,「自己課題」レポート提出（700～800字）。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】日本レクリエーション協会著『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論

と方法～』。※購入してほしい。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

    その他『高齢者のスポーツレクリエーション』『遊び集』『ゲーム集』など。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

2, 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現、明瞭かつ論理的な展開案やレポートを作成できたか。 

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

4, 高齢者の方を含む対象に合わせたレクリエーション支援の理解が深められたか。 

○評定の方法 

１,レクリエーションサービスの運営Ⅰ 20％ 

２,レクリエーションサービスの運営Ⅱ 30％ 

３,「自己課題」           10％ 

４,日常の授業への参加態度      40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

１．欠席は学則に則り 3 回までです。出席を取っている間の入室は出席とし、それ以降の入室は欠席としま

す。ただし、授業は受けられます。理由は、時間を守ることはとても重要であると考えています。 

  また、無断で早退した場合は欠席とします。 

２．福祉の現場でプロとしての自覚が持てるように、常に相手の期待に応えられる心構えで授業の中で自分

を磨いてほしい。特に表現力、説明力を磨いてしてほしい。 

３．授業を楽しく運営したい。それにはお互いの信頼が必要。迷惑行為はしないこと。 

４．自身の得意なレク技術を磨いてほしい。 

13．オフィスアワー 別途通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の内容、約束説明） 

基礎理論のレクリエーションの意義について 

 （グループにてディスカッション、発表） 

事前学習 
レクリエーション関係の資料を準備し熟読

しておく 

事後学習 本時の学習をまとめる。 

第２回 
基礎理論の高齢者とレクリエーションについて 

 （グループにてディスカッション、発表） 

事前学習 
前回の配布資料を熟読し、要点をまとめてく

る。 

事後学習 本時の学習をまとめる。 

第３回 
レクリエーションサービスの体験① 

（スポーツレクリエーション、ゲーム） 

事前学習 配布資料を熟読し、まとめておく。 

事後学習 本時の学習をまとめる。 

第４回 
レクリエーションサービスの体験② 

（文学的なあそび、むかしからのあそび） 

事前学習 配布資料を熟読し、まとめておく。 

事後学習 本時の学習をまとめる。 

第５回 

レクリエーションサービスの企画Ⅰ 

（グループ分けをして、施設でのゲームを中心に 

プランニング） 

事前学習 
各自のレクリエーション支援の種目を検討

する。 

事後学習 発表の練習をする。 

第６回 
レクリエーションサービスの企画Ⅰ 

（グループにより、施設でのゲームを中心にプラン 
事前学習 

各自のレクリエーション支援の種目を検討

する。 



 

 

ニング） 事後学習 発表の練習をする。 

第７回 
レクリエーションサービスの運営Ⅰ 

学生によるレクリエーション発表と振り返り① 

事前学習 展開案集を熟読する。発表者は練習をする。 

事後学習 展開案集に良かった点や課題をまとめる。 

第８回 
レクリエーションサービスの運営Ⅰ 

  学生によるレクリエーション発表と振り返り② 

事前学習 展開案集を熟読する。発表者は練習をする。 

事後学習 展開案集に良かった点や課題をまとめる。 

第９回 
レクリエーションサービスの運営Ⅰ 

  学生によるレクリエーション発表と振り返り③ 

事前学習 展開案集を熟読する。発表者は練習をする。 

事後学習 展開案集に良かった点や課題をまとめる。 

第１０回 

レクリエーションサービスの企画Ⅱ 

（①施設での実践のためのプランニング、 

グループ分け） 

事前学習 
今までの配布資料と自身の参考書を熟読す

る。 

事後学習 
グループにてディスカッションし、レクリエ

ーション支援の種目の案を検討する。 

第１１回 

レクリエーションサービスの企画Ⅱ 

（②施設での実践のためのプランニング、 

グループ別練習） 

事前学習 施設の下見をする。 

事後学習 
グループにてディスカッションし、レクリエ

ーション支援の種目を決める。 

第１２回 
レクリエーションサービスの運営Ⅱ 

学生によるレクリエーション発表と振り返り① 

事前学習 
グループにてディスカッションし、練習す

る。 

事後学習 
グループにてディスカッションし、練習す

る。 

第１３回 福祉レクの振り返りとまとめ 

事前学習 
今までの授業を振り返り、これまでの学びを

まとめる。 

事後学習 
レクリエーション指導者として、自己課題を

まとめ、提出する。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：レクリエーションサービスの運営Ⅱ＊学生による発表と振り返り②。 

実施時期：第 9回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：事業計画を練習する。 

事後学習：本時の内容を学習ノートにまとめる。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：レクリエーションサービスの運営Ⅱ＊学生による発表と振り返り③。 

実施時期：第 9回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：事業計画を練習する。 

事後学習：本時の内容を学習ノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
生活の中の福祉 （2単位） 

３．科目番号 GELA1341 

２．授業担当教員 北爪 克洋 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざして

いる。本科目では、こうした社会で必要な生活の中の福祉とは何か、その考え方や対象となる様々な人々に

必要な福祉にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。 

８．学習目標 
１．生活の中の福祉とは何かについて、理解して説明することができる。 

２．生活の中の福祉の考え方について、理解して説明することができる。 
３．対象となる人々への福祉について、理解して説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習の理解度をみる課題（まとめ）を授業内で複数回（３回）行います。 
＊その他毎回の授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
山縣文治・岡田忠克編 『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房。 

【参考書・資料】 
ソーシャルワーク演習研究会編『すぐに使える！学生・教員・実践者のためのソーシャルワーク演習』ミネ
ルヴァ書房 
（＊その他、授業の進行に合わせ、随時指示・配付する。） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活の中の福祉やその考え方について、理解できているか。 

２．対象となるに人々にどのような福祉が必要かについて、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の 30％   

２ 課題レポート      総合点の 30％ 
３ 期末試験        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生活の中の福祉は、これから社会福祉などを学んでいく上で基礎となる科目です。そのため、講義への出席、
熱意ある参加、グループでのディスカッションや作業、課題作成などへの積極的な取組みを望みます。 
（＊授業内容や順番、課題等は、皆さんの進捗状況・理解度にあわせて適宜変更していきます。） 

13．オフィスアワー 講義内で提示します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義のオリエンテーション 
：講義の主な内容と進め方について 

事前学習 
教科書の冒頭にある「はじめに」を読んで、

理解を進めておく。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についての要点をまとめる。 

第２回 
生活と福祉① 
：ライフサイクルと福祉 

事前学習 
テキスト第 1章（pp.8～9）を熟読し、分から

ない箇所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第３回 
生活と福祉② 
：高齢化と福祉 

事前学習 
テキスト第 2章（pp.24～25）を熟読し、分ら

ない箇所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第４回 
生活と福祉③ 
：少子化と福祉 

事前学習 
テキスト第 2章（pp.22～23）を熟読し、分ら

ない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第５回 
福祉の考え方① 
：福祉の捉え方 

事前学習 
テキスト第 1章（pp.2～3）を熟読し、分から

ない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第６回 
福祉の考え方② 
：福祉と援助 

事前学習 
テキスト第 1章（pp.4～5）を熟読し、分から

ない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第７回 
福祉の考え方③ 
：ナショナルミニマム 

事前学習 
テキスト第 7章（pp.108～109）を熟読し、分

からない個所を箇条書きにする。 



 

 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第８回 
福祉の考え方④ 
：ノーマライゼーション 

事前学習 
テキスト第 1章（pp.20～21）を熟読し、分か

らない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第９回 
対象となる人々と福祉① 
：子どもと福祉 

事前学習 
テキスト第 8章（pp.122～123）を熟読し、分

からない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第１０回 
対象となる人々と福祉② 
：高齢者と福祉 

事前学習 
テキスト第 9章（pp.144～145）を熟読し、分

からない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第１１回 
対象となる人々と福祉③ 
：障がい者と福祉 

事前学習 
テキスト第 10章（pp.168～169）を熟読し、

分からない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第１２回 
対象となる人々と福祉④ 
：低所得者と福祉 

事前学習 
テキスト第 7章（pp.114～115）を熟読し、分

からない個所を箇条書きにする。 

事後学習 
講義中に読解した内容や行った作業・演習等

についてその要点をまとめる。 

第１３回 
総まとめ 
：これまでの学習と課題研究への取り組みを自己評価
する 

事前学習 
これまで学んだ内容を振り返り、理解を深め

ておく。 

事後学習 
ここまでの内容、関連するプリント等を整理

する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回から第 4回の講義を通じて学習した内容を振り返り、要点をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 3回の講義後に実施する。 

提出期限：第 5回の講義開始時に提出する。 

     提出されたレポートは第 6回の講義の際に返却し、添削内容についての質疑応答、意見交換を行う。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 5回から第 8回の講義を通じて学習した内容を振り返り、要点をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 8回の講義後に実施する。 

提出期限：第 9回の講義開始時に提出する。 

     提出されたレポートは第 10回の講義の際に返却し、添削内容についての質疑応答、意見交換を行う。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

期末試験 
・講義内で扱った用語や考え方に関する理解を問う。 

※その他、試験の詳細は講義内で提示する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神科ソーシャルワーク論Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2126 

２．授業担当教員 長谷川 行雄 

４．授業形態 講義、集団討議、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 相談援助を実施するにあたって、基礎となるべき事柄を学ぶ。特に本授業では総合低包括的な援助及び地

域福祉の基盤整備と開発を含めた精神保健福祉士の役割と意義について学ぶ。さらに同じ相談援助の専門職

である社会福祉士の役割と意義について学ぶとともに、人権尊重、社会正義、利用者主体などの相談援助の

理念について理解を深め対人援助の専門職としての基盤を養うことを目的とする。 

８．学習目標 

以下の点について理解することが期待される。 

①精神保健福祉士の役割と意義 

②社会福祉士の役割と意義 

③相談援助の概念と範囲 

④相談援助の理念 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート① 

「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義（2014）」を熟読し、「定義」、「中核となる任務」、「原則」、 

「知」、「実践」から一つを選択し、その解説と、自分が精神保健福祉士になった時にどのように実践に活 

かすかについて論述しなさい」 

課題レポート② 

「精神障害者のリカバリーを支えるとはどういうことかについて論述しなさい」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会『精神保健福祉士養成セミナー ３（第 6 版）「精神保健福祉相談援

助の基盤[基礎] [専門]」』へるす出版、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神保健福祉士の相談援助に必要となる基礎的内容を理解することができているか。 

２．レポート課題にそった内容が論理的に述べられているか、正しい文法表記、適切な用語と漢字で記載さ

れているか、提出期限が守られているか。 

３．授業を受ける基本的マナー（出席状況、持ち物、提出物など）および授業に積極的に参加しているか。 

○評定の方法 

１ 期末試験  ： 総合点の 40％ 

２ レポート  ： 総合点の 40％ 

３ 授業態度  ： 総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱは精神保健福祉士の専門性を学ぶ上での基盤となる内容で連動して構成さ

れている科目です。事前学習と事後学習をしっかり行って授業に臨み理解を深め単位を落とすことのないよ

うにして下さい。この科目が理解できることで、精神保健援助技術論、演習、実習へとつながることができ

ますので、しっかりと学ぶよう心がけて下さい。当然のことですが、欠席、遅刻、早退をしないことはもち

ろんのこと、授業中には集中して積極的に参加して下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

精神科ソーシャルワーク論を学ぶ意義と授業概要 

精神保健福祉士の役割と意義① 

精神保健福祉士成立に至る歴史的経緯 

事前学習 
テキスト刊行にあたって、pp.1～13、pp.129～137

を読んでくること。 

事後学習 
精神保健福祉士が国家資格として成立するに至る経

緯をまとめること。 

第２回 
精神保健福祉士の役割と意義② 

精神保健福祉士の専門性と社会福祉士の専門性 

事前学習 テキスト pp.14～19を読んでくること。 

事後学習 
法律で規定されたそれぞれの役割と機能をまとめる

こと。 

第３回 
精神保健福祉士の専門職倫理① 

日本精神保健福祉士協会倫理綱領 

事前学習 
日本精神保健福祉士協会の倫理綱領を読んでくるこ

と。 

事後学習 現行の倫理綱領に至る背景についてまとめること。 

第４回 

精神保健福祉士の専門職倫理② 

専門職倫理とジレンマ   

事例によるディスカッション 

事前学習 
想定される専門職倫理とジレンマについて考えてく

ること。テキスト pp.61～69を参考にすること。 

事後学習 
事例におけるジレンマ分析をふり返り、倫理綱領が

どのように機能するのか考察すること。 

第５回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士① 

ソーシャルワークの発展過程 

事前学習 テキスト pp.43～60を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークの発展過程を時系列で整理するこ

と。 

第６回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士② 

イギリスにおける精神保健福祉の歴史 

事前学習 テキスト pp.43～60を読んでくること。 

事後学習 
イギリスにおけるソーシャルワークの歴史とわが国

への影響についてまとめること。 



 

 

第７回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士③ 

アメリカにおける精神保健福祉の歴史 

事前学習 テキスト pp.129～130を読んでくること。 

事後学習 
アメリカの精神保健福祉発展の理解とわが国への影

響をまとめること。 

第８回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士④ 

イタリア、北欧における精神保健福祉の歴史 

事前学習 
イタリアの脱施設化について、文献などを探して調

べてくること。 

事後学習 
イタリア、北欧における精神保健福祉の歴史と新し

い取組みについてまとめること。 

第９回 

相談援助の範囲と概念①  

ソーシャルワーク専門職のグローバル定義「定

義」、「中核となる任務」、「原則」、「知」、「実

践」 

事前学習 
テキスト pp.35～43 を読み、ソーシャルワーク専門

職のグローバル定義について考察してくること。 

事後学習 
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義に関する

課題レポートを作成すること。 

第 10 回 
相談援助の範囲と概念②  

ソーシャルワーク実践の総合的理解 

事前学習 
これまでの学習を通して、ソーシャルワークとは何

かについて考察をしてくる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実践の価値、目的、領域、対象、

方法などの概要を体系的にまとめること 

第 11 回 

相談援助の価値と理念① 

ソーシャルワークの支援関係における価値と理念 

利用者主体と自立支援、協働による支援関係とは 

ディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.61～75 を読み、支援関係の転換につい

てまとめてくること 

事後学習 
ディスカッションを通して考えた協働による支援関

係いついてまとめること 

第 12 回 

相談援助の価値と理念② 

人権尊重、社会正義、社会的包摂、ノーマライゼ

ーション、キーワードに基づくディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.61～75 を読み、人権の尊重、社会正義

などについて考えてくること 

事後学習 
授業で学んだ価値と倫理のキーワードについてまと

めること 

第 13 回 

相談援助の価値と理念③ 

尊厳の保持、権利擁護、エンパワメント、リカバ

リー、キーワードに基づくディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.61～75を読み、尊厳の保持、権利擁護、

エンパワメントなどについて考えてくること 

事後学習 
精神障害者のリカバリーについて考察し、課題レポ

ート②を作成すること 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回～第 4 回の講義内容を踏まえて、「精神保健福祉士の専門職倫理」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚、ワープロで作成、横書き、40字×40字設定、本文 1400字程度 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後等に教室で行う。 

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

事後指導：レポート作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第５回～第８回の講義内容を踏まえて、関心のあった国を選び「精神保健福祉の歴史」についてレポ

ートにまとめなさい。（例：イタリアにおける精神保健福祉の歴史について） 

レポート形式：A4用紙 1枚、ワープロで作成、横書き、40字×40字設定、本文 1400字程度 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後等に教室で行う。 

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

事後指導：レポート作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神疾患とその治療／精神医学  （4単位） 

３．科目番号 

SSMP3324 

SCMP2124 

SBMP3324 

EDHE2306 
２．授業担当教員 大島 一成 

４．授業形態 講義、グループ発表および全体討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

公認心理師、精神保健福祉士（および他の援助専門職）としての実務に役立つ精神疾患とその治療（精神

医学）の基本知識を身につける。統合失調症、躁うつ病など、主要な疾患の学習を通して、精神障害者の心

理社会的側面についての理解を深める。脳および神経の生理・解剖、臨床および分子遺伝学の概要を把握し、

その生物学的側面についても留意する。代表的な精神疾患の従来診断、DSM 診断、ICD 診断を学習する。

薬物療法はもとより、さまざまな精神療法的アプローチについても学習する。また、精神障害者を地域社会

のなかで治療するための地域精神医療について学習する。そこでは当然、医療機関との連携、チーム医療、

人権擁護が必要とされる。 

総論は、各論（各疾患）にある程度なじみができないと理解が困難である。具体的な各疾患を学習する中

で総論の内容にふれていく。そして各論を一通り学習してから、改めて総論について通して学ぶという順番

で学習していく。 

８．学習目標 

以下の項目について理解し、説明できるようになることを学習目標とする。 

1.精神疾患とその治療 / 精神医学、精神医療の歴史を理解し、説明することができるようになる。 

2.脳および神経の生理・解剖の基礎し、説明することができるようになる。 

3.精神医学の概念について理解し、説明することができるようになる。 

4.精神疾患の従来診断および操作診断について理解し、説明することができるようになる。 

5.代表的な精神疾患について、病因、症状、診断法、治療法、経過、本人や家族への支援について理解し、

説明することができるようになる。 

6.向精神病薬をはじめとする薬剤による心身の変化ついて理解し、説明することができるようになる。 

7.精神科病院等における専門治療の内容および特性について理解し説明できるようになる。精神療法、家

族療法など心理社会的アプローチの概要について理解し、説明することができるようになる。 

8.公認心理師、精神保健福祉士が、精神科チーム医療の一員として関わる際に担うべき役割について理解

し、説明することができるようになる。 

1. 9.医療機関、福祉および関連機関との連携の重要性について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各人、興味をもった疾病についてレポートを課す予定である。 

疾病の実際については、南カリフォルニア大学（USC）編「シミュレーションによる精神科患者インタビュ

ー」（日本語吹きかえビデオ）各巻を閲覧し、理解を深める予定である。 

各巻の内容は以下の通りである。 

①双極感情障害 躁病性、②神経性無食欲症、③大うつ病 単一エピソード、④反社会的人格障害、⑤アルコ

ール乱用、⑥精神分裂病性障害 解体型、⑦双極感情障害 うつ病性、⑧気分変調性障害 抑うつ神経症、⑨依

存性人格障害、⑩恐慌発作を伴う空間恐怖症、⑪アルコールおよび薬剤性痴呆、⑫精神分裂病性障害 妄想型。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新・精神保健福祉士養成講座１『精神疾患とその治療』第 2版、中央法規。 

【参考書】 

『公認心理師必携 精神医療・臨床心理の知識と技法』医学書院。 

精神保健福祉士養成セミナー 1『精神医学―精神疾患とその治療』第 6版、へるす出版。 

精神保健福祉白書編集委員会『精神保健福祉白書 2018年版』中央法規出版。 

【教 材】 

南カリフォルニア大学(USC)編『シミュレーションによる精神科患者インタビュー』（日本語吹きかえビデオ） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神疾患とその治療（精神医学）の基礎的、基本的事項を理解し、多肢選択問題に十分に対応できるか。 

２．記述問題に対応できるだけのロジカルな思考能力をどれだけ身につけているか。 

○評定の方法 

１ ミニテスト、課題レポート         総合点の５０％ 

２ 授業への積極的参加             総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実際の疾患に遭遇したことのない段階での学習は、疾病や対応のイメージがわきにくいと思います。視覚教

材で補います。将来、精神科領域の現場で働いた時に、そのレジメやノート、教科書の内容が目の前の出来

事と結びつくでしょう。 

13．オフィスアワー 講義の前後の時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

全体のオリエンテーション、精神医学、精神保健学、精

神科リハビリテーションの関連について、疾病構造の変

化、最近の精神医学、精神医療のトピックについて。 

事前学習 
最近の精神疾患に関する話題についてどのよう

なことが思いつくか、各自挙げてみる。 

事後学習 配布プリントの復習（教科書 pp.256～269）。 

第２回 

症状性を含む器質性精神障害：意識障害、健忘症状群、

痴呆（アルツハイマー型痴呆、脳血管性痴呆、びまん性

レビー小体病、ピック病など）、軽度認知機能障害

（MCI）、AchE阻害剤（ドネペジル） 

事前学習 教科書 pp.74～82を読んでくる。 

事後学習 
三大認知症と皮質下認知症を列挙し、それぞれ

の臨床経過をまとめておくこと。 

  



 

 

 

第３回 
てんかん：定義、疫学、病因、発作閾値、分類、発作の

タイプ、診断、治療、脳波検査法と脳波周波数の分類 

事前学習 教科書 pp.90～96を読んでくる。 

事後学習 
てんかんの各種類と特徴についてまとめておく

こと。 

第４回 

精神作用物質使用による精神および行動の障害：急性中

毒、依存、離脱状態、フラッシュバック、アルコール関

連障害（振戦せん妄を含む） 

事前学習 教科書 pp.97～112を読んでくる。 

事後学習 
精神作用物質の種類と特徴、治療についてまと

めておく。 

第５回 

統合失調症 1：概念の歴史、診断・徴候・症状（ブロイ

ラーの症状基準、シュナイダーの一級症状、DSM-５の

診断基準）、病型、経過と予後 

事前学習 教科書 pp.113～131を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症にみられる各種精神症状についてま

とめておく。 

第６回 

統合失調症 2：疫学、病因（遺伝学的、生物学的、心理

社会的）、治療（薬物療法、ECT、その他）、妄想性障害

および他の精神障害 

事前学習 
統合失調症の障害とはどのようなことなのか、

自分の言葉で考えてみる。 

事後学習 統合失調症の治療、対応についてまとめておく。 

第７回 
気分［感情］障害（躁うつ病）1：概念と歴史、抑うつ

と躁状態、うつ病性障害、双極性障害、気分変調性障害 

事前学習 教科書 pp.132～148を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症との違いはどこに求めることができ

るだろうか、まとめておく。 

第８回 

気分［感情］障害（躁うつ病）2：病前性格と発病状況、

疫学、縦断的経過のシェーマ、患者に接する際の注意点、

抗うつ薬、抗躁薬、気分安定薬、SSRI 

事前学習 
気分障害の障害とはどのようなことなのか、自

分の言葉で考えてみる。 

事後学習 
気分障害の症状、治療、対応についてまとめて

おく。 

第９回 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

１：恐怖症性不安障害、パニック発作、全般性不安障害、

強迫性障害、重度ストレス反応および適応障害 

事前学習 教科書 pp.149～169を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症や気分障害との違いはどこに求める

ことができるだろうか、まとめておく。 

第１０回 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

２：解離性（転換性）障害、身体表現性障害、離人・現

実感喪失症候群、神経衰弱、心身症 

事前学習 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表

現性障害、解離性障害の障害とはどのようなこ

となのか、自分の言葉で考えてみる。 

事後学習 
各種疾患の症状、治療、対応についてまとめて

おく。 

第１１回 

摂食障害：神経性無食欲症（anorexia  nervosa）、神経

症性大食症（bulimia  nervosa）、睡眠覚醒障害、産褥

期の障害、精神療法（入門） 

事前学習 
教科書 pp.170～179、pp.228～234 を読んでく

る。 

事後学習 
生理学的障害の種類、特徴、治療、対応につい

てまとめておく。 

第１２回 

精神医療と福祉機関の連携：精神科病院におけるチーム

医療と公認心理師および精神保健福祉士の役割、精神科

医治療と入院形態、インフォームドコンセント、隔離・

身体拘束のあり方、治療の導入に向けた支援、再発予防

のための支援、退院促進の支援 

事前学習 
教科書 pp.270～282、pp.290～313 を読んでく

る。 

事後学習 

精神医療と福祉機関の連携についてまとめてお

く。精神科医療の入院形態の種類と要件、隔離

拘束について遵守事項についてまとめておく。 

第１３回 

精神遅滞および発達の障害：精神遅滞とは、精神遅滞の

病因、自閉性障害（高機能、中機能および低機能自閉症）、

アスペルガー障害 

事前学習 教科書 pp.191～202を読んでくる。 

事後学習 

精神遅滞および心理的発達の障害について、種

類と特徴まとめておく。自閉スペクトラムとい

う概念について、他人に説明してみる。 

第１４回 

小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の

障害：多動性障害、行為障害、情緒障害、その他（選択

的緘黙、チック障害など） 

事前学習 教科書 pp.203～211を読んでくる。 

事後学習 

多動性障害、行為障害、情緒障害、その他（選

択的緘黙、チック障害、インターネットゲーム

障害について、診断と対応についてまとめてみ

る。 

第１５回 

その他の神経系の疾患：感染性疾患、脱髄性疾患、代謝

疾患・栄養障害、変性疾患、プリオン病、磁気共鳴映像

法（MRI） 

事前学習 教科書 pp.82～89を読んでくる。 

事後学習 
皮質性認知症以外の各種神経系の疾患につい

て、症状と特徴をまとめてみる。 

第１６回 

脳および神経の生理・解剖１：脳と心の関係、神経系の

発生と構成、ニューロンおよびシナプスの構成（神経伝

達物質についての知識）、中枢神経系（脊髄、延髄、橋、

中脳、小脳、間脳）の構成と機能 

事前学習 教科書 pp.7～12を読んでくる。 

事後学習 
ニューロンおよびシナプスの構成および中枢神

経系の構成・機能についてまとめてみる。 

第１７回 

脳および神経の生理・解剖２：中枢神経系（大脳：前頭

葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉、大脳辺縁系、大脳基底核）

と高次脳機能障害、心の生物学的理解 

事前学習 教科書 pp.13～23、pp.45～47を読んでくる。 

事後学習 
大脳の機能（局所別）、高次脳機能障害について

まとめてみる。 

第１８回 

精神障害の概念、健康と精神障害、正常と異常の問題、

精神病理学（了解と説明）、精神分析学（葛藤、防衛機

制）、ICF（生活上の課題による分類）、操作的診断基準 

事前学習 教科書 pp.23～34を読んでくる。 

事後学習 
精神病理学、精神分析学、ICF の考え方につい

て、それぞれをまとめて比較してみる。 

第１９回 

精神疾患の成因と分類：歴史、精神医学診断システム、

ICD（ICD の診断ガイドライン）、DSM（DSM の操作

的診断基準）、今後の展望 

事前学習 教科書 pp.35～40を読んでくる。 

事後学習 
操作的診断学の利点と限界についてまとめてみ

る。 

第２０回 

精神症状と状態像：意識、各過程の障害、思考の障害、

感情の障害、意欲の障害、自我意識の障害、外因・内因・

心因、病態・挿話、治癒・緩解、再燃・再発・増悪 

事前学習 教科書 pp.42～55を読んでくる。 

事後学習 
各種精神症状がこれまで学んだどの疾患でよく

みられのかをまとめてみる。 

第２１回 精神科における診断と面接の仕方：診断の手順と方法、 事前学習 教科書 pp.56～64を読んでくる。 



 

 

問診表、面接を進めるときの注意、問診の順序、精神的

現在症、さまざまな状態像 事後学習 

面接を進めるときに注意すること、問診・病歴

の聴取ではどのようなことを聞くのか、まとめ

てみる。 

第２２回 

身体検査と心理検査：一般身体検査（神経学的所見）、

一般臨床検査、神経学的補助診断法（頭部 X 線、CT、

MRI、PET、EEG）、 遺伝子診断、心理検査、症状評

価尺度 

事前学習 教科書 pp.65～71を読んでくる。 

事後学習 
心理的検査の種類・内容、画像検査の種類・内

容についてまとめてみる。 

第２３回 

向精神病薬をはじめとする薬剤による心身の変化：向精

神薬の歴史、薬物療法における注意事項、抗精神病薬、

抗うつ薬、抗躁薬、気分安定薬、抗不安薬、睡眠薬、電

気けいれん療法 

事前学習 教科書 pp.214～227を読んでくる。 

事後学習 

向精神薬の種類と薬理作用、向精神薬の一つで

ある抗精神病薬の種類と副作用についてまとめ

てみる。 

第２４回 

精神療法および環境・社会療法：一般精神科医の精神療

法、精神分析、森田療法、認知・行動療法、集団精神療

法、家族療法 

事前学習 教科書 pp.228～236、pp.23～25を読んでくる。 

事後学習 
精神療法の種類と適応疾患についてまとめてみ

る。 

第２５回 
精神医学・精神医療の歴史と現状：西欧、日本、現在の

動向 

事前学習 教科書 pp.2～6を読んでくる。 

事後学習 
現在の精神医療の進展や問題の背景にはどのよ

うな歴史や政策があったのか、まとめてみる。 

第２６回 

病院精神医療から地域精神医療：疾病構造の変化、日本

における精神科病院の概要、精神保健福祉法と精神科病

院、医療機関と福祉および関連機関との連携の重要性、

外来診療、在宅医療、入院医療、医療観察法対象者の支

援 

事前学習 教科書 pp.245～287を読んでくる。 

事後学習 
現在の日本での地域精神医療、医療観察法対象

者の支援についてまとめてみる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ；第１回～第８回の講義内容を踏まえて「悪性腫瘍、脳血管障害、心疾患、高血圧、糖尿病」について

教科書を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙２枚（統合失調症１枚、気分障害１枚、それぞれ 1200字程度） 

実施時期：第８回の授業後 

提出期限：第９回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

2 

課題研究テーマ；「成人のパーソナリティおよび行動の障害：パーソナリティ障害（A 群）（B 群）（C 群）」について教

科書 pp.180～190を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第１２回の授業後 

提出期限：第１３回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

３ 

課題研究テーマ；第９回～第１５回の講義内容を踏まえて「神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害」

について教科書を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第１６回の授業後 

提出期限：第１７回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

４ 

課題研究テーマ；「精神科リハビリテーション」について教科書 pp.237～244を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第２２回の授業後 

提出期限：第２３回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　精神科（神経精神科）を有する病院において、精神保健指定医、精神科専門医として実務にかかわってきた知見を活かし、「7」に示した講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP3468 

SCMP3168 
２．授業担当教員 長谷川 行雄、三野 宏冶、星野 弘美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期/秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、１年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅰでは、自己覚知やコミュニケーションなど精神保健福祉士として必要な基本的技

術を学習し、終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）自己覚知 

２）基本的なコミュニケーション技術の習得 

３）基本的な面接技術の習得 

４）グループダイナミックス活用技術の習得 

５）情報の収集・整理・伝達の技術の習得 

６）課題の発見・分析・解決の技術の習得 

７）記録の技術の習得 

８）地域福祉の基盤整備にかかる事例を活用し、次に掲げる事柄について実技指導を行う 

 ①地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握 

 ②地域アセスメント 

 ③地域福祉の計画 

 ④ネットワーキング 

 ⑤社会資源の活用・整備・開発 

 ⑥サービス評価 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野に入れつつ、精神保健福祉士に求められる相談援助に

かかる基礎的な知識と技術について、次に掲げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技

術として概念化理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。 

①相談援助にかかる基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、地域福祉の基礎整備と開発の係る具体的な相談事例を体系的に取り上

げる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 

１ 自己覚知について 

２ 面接技術について 

３ ソーシャルワークの援助過程について 

その他、授業中に振り返りのレポートを課す 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版、2017。 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．面接を中心とした対人援助の基本（姿勢・技術）が理解できる。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１．授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２．授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業は、精神保健福祉士として必要な知識、理論を実践的に身に付けていくものです。他の授業で学んだ

ことを実践的、総合的に理解するためにも必要な授業となっています。精神保健福祉士を目指すためには、

真剣に授業に取り組むことが期待されます。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助演習Ⅰのねらい 

・自己理解を深める（１） 

 －自己覚知について理解する 

 －対人援助職における自己覚知の意義を考える 

事前学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱで学んだ

内容を振り返る。 

テキスト〔基礎編〕付章「自己理解を

深める」を熟読する。 

事後学習 自己覚知はなぜ必要かまとめる。 



 

 

 

第２回 

・自己理解を深める（２） 

 －ジェノグラム、エコマップなどマッピング技法を用いて自

己理解につなげる 

 －自分の価値観をみつめ、自分の価値観に基づく他者との関

係性のあり方を考える 

 －自己理解を深めたうえで、他者理解について考える 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕付章「自己理解を

深める」を熟読する。 

事後学習 

授業での実践を通して自分について考

えたことをまとめる。課題１を作成す

る。 

第３回 

・コミュニケーションの理解 

 －コミュニケーションの過程を理解する 

 －言語・非言語コミュニケーションについて理解し、その活

用方法を学ぶ 

－ロールプレイを用いてコミュニケーション技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅰ「基本的

込みにケーション」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第４回 

・クライエントに対する姿勢 

 － 人と人とが話をする際の距離についてロールプレイを通

じて学習する 

 －バイステックの７原則について実際の援助場面を想定して

理解を深める 

事前学習 
バイステックの７原則について復習す

る。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第５回 

・面接における技術：基本的応答技法とその応用 

 －単純な反射、言い換え、要約、明確化、感情の反射、開か

れた質問、閉じた質問等面接技術についてロールプレイ等を通

じて習得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅱ「基本的

面接技法」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第６回 

情報の収集・整理・伝達の目的、原則、方法を学ぶ 

 －情報収集・整理・伝達の目的、原則、方法を理解する 

 －ロールプレイを用いて情報の収集・整理・伝達の技術を習

得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅳ「情報の

収集・整理・伝達」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第７回 

・課題の発見・分析・解決の技術の習得 

 －課題の発見・分析・解決方法を学ぶ 

 －ロールプレイを用いて課題の発見・分析・解決の技術を習

得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章「課題の発

見と分析」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第８回 

・ソーシャルワークにおける記録について理解し、技術を習得

する 

 －記録の目的と方法を理解する 

 －事例を用いて記録を実践する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅵ「記録の

在り方」を熟読する。 

事後学習 事例を用いて記録する練習を行う。 

第９回 

・ソーシャルワークの援助過程を理解する 

 －インテーク～終結までの過程とそれぞれの段階における必

要な姿勢、技術を理解する 

 －インテーク場面をロールプレイで実践する 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第 4 章Ⅰ「成長と

変化としての援助過程」Ⅱ「レパート

リーとしての基本的援助方法」を熟読

する。 

事後学習 学んだ事柄をまとめる。 

第１０回 

・ソーシャルワークの援助過程の実践：アセスメント 

 －アセスメントに必要な視点（ICF,ストレングスモデル）を

理解する 

 － ICF、ストレングスモデルに基づくアセスメントを実践

する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 学んだ事柄をまとめる 

第１１回 

・ソーシャルワーク援助過程の実践：支援計画立案～終結 

 －ニーズを基に支援計画を立案する 

 －モニタリング、終結、アフターケアの意義とその方法を理

解する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第１２回 

・グループダイナミクス活用技術を習得する 

 － グループダイナミクス理論を学ぶ 

 － ロールプレイを用いてグループダイナミクス活用技術を

実践する 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第３章Ⅲ「グルー

プワークの活用」第４章ⅡB「グルー

プワーク」を熟読する。ソーシャルワ

ーク演習Ⅱで学んだことを振り返る。 

事後学習 学んだことをまとめる。 

第１３回 

・地域福祉の基盤整備の実践に必要な技術を知る 

 － アウトリーチ、ニーズ把握、地域アセスメント、地域福

祉計画、ネットワーキング、社会資源について理解する 

・演習Ⅰのまとめと演習Ⅱへの課題 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰで学んだこと

を振り返る。 

事後学習 
演習Ⅰで学んだことを振り返り、身に

付いたことと今後の課題を書きだす。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第４回の講義内容を踏まえて気づいた「自分の価値観と人と向き合う時の傾向」についてレ

ポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚程度（1500文字～2000 文字程度） 

提出期限：第５回の授業開始時 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換の時間を持ち、自分が認識する自己と他者が認識する自己の違いの理

解に努める。 

事後学習：添削指導や意見交換を通して学んだことをまとめる。 



 

 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 11 回～第 13回の講義内容を踏まえて、事例をもとにそれぞれの段階で意識すべる点や大切にした

いポイントを具体的にまとめる。 

提出期限：第 14 回の授業開始時 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換の時間を持つ。 

事後学習：添削指導や意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
SCMP3169 

PSMP3469 
２．授業担当教員 長谷川 行雄、小金澤 嘉 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期/秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、2 年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅱでは、実技指導を通してソーシャルワーカーとして必要なケースワークの基本的

技術を学習する。また、事例を用いて具体的な課題別の援助方法を理解し課題により異なる援助技術を学習

する。 

精神保健福祉援助演習Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）地域福祉の基盤整備にかかる事例を活用し、実技指導を行う。 

２）インテークからアセスメント、プランニング、介入、モニタリング、評価、終結とアフターケア―のケ

ースワークの一連の流れを理解し、それぞれの過程における必要な技術を実践することができる。 

３）他専門職の専門性を尊重したチームアプローチの意義を理解し、ネットワーキングの技術を身につける 

４）社会資源について理解し、その活用、調整、開発の技術を学ぶ 

５）ケアマネジメントについて理解し、実践することができる 

６）事例検討の意義を理解し、その方法を実践する 

７）次の課題について必要な援助技術を習得する：社会的排除／退院支援・地域移行、地域生活継続／ピア

サポート／地域における精神保健／教育、就労／貧困、低所得、ホームレス／精神科リハビリテーショ

ン／危機状態にある精神保健福祉 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野にいれつつ、精神障害者の生活や生活上の困難につい

て把握し、精神保健福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、次に掲げる方法を用いて実践

的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養す

る。 

そのために、下記のような授業形態により行われる。 

①総合的かつ包括的な相談援助、医療と協働・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事例を体系的に取

り上げる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心

とした演習形態により行う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 
１、地域福祉の基盤整備について 

２、ソーシャルワークの課題（社会的排除、退院支援・地域移行、貧困など）について 
その他、授業中に振り返りの課題を課す 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 
『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版、2017。 
【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006、 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．実践に基づくアセスメントとそれに基づく支援計画の立案を理解し、その方法を身につける。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１ 授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２ 授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業は、精神保健福祉士として必要な知識、理論を実践的に身に付けていくものです。他の授業で学んだ

ことを実践的、総合的に理解するためにも必要な授業となっています。精神保健福祉士を目指すためには、
真剣に授業に取り組むことが期待されます。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・本授業のねらいの説明 

・ケースワークの実践（１）：ケースワークの援助過程を復

習する 

－インテークからアフターケアーまでの流れとそれぞれ
の過程において大切な要素を振り返る 

事前学習 

精神保健福祉援助演習Ⅰで学んだ内容を
振り返る。 

テキスト〔実践編〕第１章序章を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第２回 
・ケースワークの実際（２）インテーク 

 － インテークの技術を振り返り実践する 

事前学習 

テキスト〔実践編〕第１章Ⅰ「インテーク・
契約」を熟読する。あらかじめ配布された

事例を読み、わからない用語を調べる。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第３回 
 ・ケースワークの実際（３）アセスメント・プランニング 
アセスメントの様々な視点 治療モデル、環境モデル、生活

事前学習 
テキスト〔実践編〕第１章Ⅱ「アセスメン
ト・プランニング」 



 

 

モデル 

 － 視点によるニーズ把握の違いを理解する  
事後学習 

視点によるニーズ把握の違いについてま
とめる。 

第４回 

 ・ケースワークの実際（４）アセスメント・プランニング 

アセスメントの様々な視点 「ICF」「バイオ・サイコ・ソ
ーシャルモデル」 

ー「ICF」を活用してアセスメントを実践する  

事前学習 ICF について復習する 

事後学習 事例を通して学んだことをまとめる。 

第５回 

・ケースワークの実際（５）アセスメント・プランニング ア
セスメントの様々な視点 ストレングスモデル 

－ 「問題解決アプローチ」との比較 

  － 「ストレングスモデル」によるアセスメントの実践 

  － その他ソーシャルワークのアプローチを理解する 

事前学習 
ソーシャルワークのアプローチについて
復習する 

事後学習 事例を通して学んだことをまとめる 

第６回 

・ケースワークの実際（６）評価～終結、まとめ 

 －評価～終結の意義を理解し、終結の場面をロールプレイ
で実践する 

 －アフターケアの意義を理解し、必要なアフターケアを計
画する 

 －ソーシャルワークの援助過程を振り返り、ワーカーとし

ての自己の課題を見出す 

事前学習 

テキスト[実践編]第１章Ⅲ「支援の実施・
振り返り」Ⅳ「終結・支援の振り返りとア
フターケア」を熟読する。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる。自己
の課題について考察する 

第７回 

・地域福祉の基盤整備を実践する基礎力を習得する（１） 

 －アウトリーチ、地域アセスメント、社会資源の活用と開
発、チームアプローチとネットワーキングについて理解する 

事前学習 

テキスト〔実践編〕第３章「地域の基盤整

備と地域生活支援活動の事例展開」A「ア
ウトリーチ」C「チームアプローチとネッ
トワーキング」、D「協議会の活用・調整・

開発」を熟読する 

事後学習 

アウト―リーチ、地域アセスメント、社会
資源、チームアプローチ、ネットワーキン

グとは何か自分の言葉でまとめる 

第８回 

・地域福祉の基盤整備を実践する基礎力を習得する（２）ケ

アマネジメント 

 －ケアマネジメントの方法を学び、精神障害者に対する
ケアマネジメントの意義を理解する 

 －事例を用いてケアマネジメントを実践する 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第 3 章 B「ケアマネジ

メント」を熟読する。 

事後学習 
ケアマネジメントとは何か自分の言葉で
まとめる。 

第９回 

・地域福祉の基盤整備を実践する基礎力を習得する（３）地
域福祉計画とサービス評価 

 －地域福祉計画づくりを理解する 

 －事例を活用して地域福祉計画づくりを実践する 

 －サービス評価の意義と方法を理解する 

 －事例を用いてサービス評価を実践する 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第３章 E「サービス評
価」、F「地域福祉計画」を熟読する。 

事後学習 

事例を通して学んだことをまとめる。事例

の中で学んだ専門用語や制度についてま
とめる。 

第１０回 

・事例検討の意義と方法 

・事例検討（１）：社会的排除 

 －精神障害者が抱える社会的排除の問題を理解する 

・事例検討（２）：退院支援、地域移行、地域生活継続、ピ

アサポート 

 －上記に掲げたそれぞれの課題を理解する 

事前学習 

テキスト〔実践編〕序章（p.87）を熟読す

る。テキスト〔実践編〕第２章の提示され
た事例を読み、分からない用語等調べる。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる（それ
ぞれの課題に対する理解も含めること）。 

第１１回 

 ・事例検討（３）：地域における精神保健（自殺、ひきこ

もり、児童虐待、薬物・アルコール依存） 

 －地域における精神保健の課題を理解する 

 －事例を用いてそれぞれの課題における支援の方法を学

ぶ 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第２章の提示された事

例を読み、分からない用語等調べる。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる（それ
ぞれの課題に対する理解も含めること）。 

第１２回 

・事例検討（４）：教育・就労、貧困・低所得・ホームレス、

精神科リハビリテーション、危機状態にある精神保健福祉 

 －上記に揚げたそれぞれの課題を理解する 

 －事例を用いてそれぞれの課題における支援の方法を学

ぶ 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第２章の提示された事

例を読み、分からない用語等調べる。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる（それ
ぞれの課題に対する理解も含めること）。 

第１３回 

・まとめ 

 －精神保健福祉援助演習Ⅱで学んだこと、演習を通して
の自己の変化について振り返る 

事前学習 学習ノートを見返す。 

事後学習 
授業で学んだことと自己の変化をまとめ
る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第４回～第６回の講義内容を踏まえて「ソーシャルワークのモデルやアプローチの違いにより生じる

アセスメントへの影響」についてまとめる。 

※ 講義の中で学んだモデルやアプローチによりアセスメントで焦点を当てるべきことに差異が生じる。結果として、

支援の方向（計画）にも差異が生じる。自身が大切にしている価値観や考え方の傾向もアセスメントに影響を与え

ることをよく理解する。 

レポート形式：A4 用紙１枚程度（1500 文字～2000 文字程度） 

提出期限：第７回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導や意見交換によって得られた新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 12 回～第 14回の講義内容で取り上げたテーマを一つ選んで、その問題について深く調べる。例え

ば、「アルコール依存」を選んだのであれば、アルコール依存症の症状や支援、関連する施策などについてまとめる。 

レポート形式：A4 用紙２枚程度（2000 文字～3000 文字程度） 

提出期限：第 15 回の授業開始時 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導や意見交換によって得られた新たな気づきをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 
SCMP4170 

PSMP4470 
２．授業担当教員 三野 宏冶 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、１年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅲでは、実習体験をソーシャルワーク概念に結びつけながら振り返るとともに、実

践モデル。アプローチを実践的に学び、終了した時点で、実習での体験を踏まえ精神保健福祉相談援助に係

る知識と技術について個別的な体験を一般化し、実践的な知識と技術として習得することを目的とする 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野にいれつつ、精神障害者の生活や生活上の困難につ

いて把握し、精神保健福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、次に掲げる方法を用いて実

践的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養

する。 

そのために、下記のような授業形態により行われる。 

①総合的かつ包括的な相談援助、医療と協働・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事例を体系的に取

り上げる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心

とした演習形態により行う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実習での振り返りを理論的に行っていくため、その都度実習の振り返りを事前にしてくることを課題とする。

課題は後日提出し、評価の対象となる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版。 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．実習の体験と理論を統合して理解できる。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１ 授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２ 授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神保健福祉士を目指して学んできた講義科目、演習科目、実習での体験の総まとめとなる授業です。学ん

できたことを結びつけて理解を深められるよう、また就職して働くに際して即戦力となれるよう、積極的な

態度で授業に参加することが期待されます。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・演習Ⅲのねらいの解説 

・自己覚知、ソーシャルワーカーとしてのアイデンティティ 

－当事者との関わり等を通して気付いた自分自身と実習を通し

て身に着けたソーシャルワーカーとしてのアイデンティティを

振り返る。 

事前学習 

実習体験を通して気づいた自分自身に

ついてまとめる。テキスト〔基礎編〕

第２章Ⅰ「専門職としての価値と倫理」

を熟読する。 

事後学習 
授業でのディスカッション等を通して

の考察をまとめる。 

第２回 

・クライエントに対する姿勢：バイステックの７原則 

－実際の援助場面で学んだバイステックの７原則について振り

返る 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第２章Ⅱ～Ⅳ「相

談援助の対象」～「援助関係の形成」

を熟読する。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第３回 

・社会資源とその活用・調整・開発 

－当事者を支援するうえで、活用した社会資源とその活用方法

についてまとめ、発表する。関わった当事者の方たちに必要な

資源について考えるとともに、資源の調整・開発の方法を考察

する 

事前学習 
実習中活用した社会資源とその活用方

法についてまとめ、発表の準備をする。 

事後学習 発表を通して学んだことをまとめる。 

第４回 

・チームアプローチ（ネットワーキング、アウトリーチ） 

－チームアプローチを用いて支援した事例を振り返る 

 －チームアプローチを行う上で、精神保健福祉士がどのよう

な役割を担っていたかまとめる 

－自分自身が担った役割を振り返り、自己の課題を認識する 

事前学習 
実習中のチームアプローチの事例を記

入する。 

事後学習 授業を通して学んだことをまとめる。 

第５回 ケースワーク（１）：ケースの振り返り 事前学習 実習中記入したソーシャルワークケー



 

 

―自分がかかわったケースを振り返る ス記録を見返す。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第６回 

ケースワーク（２）：ケースの振り返り、発表① 

―出会いの場面、情報収集の方法、アセスメント、プランニン

グ、支援の実施等ソーシャルワークの展開過程に沿って当事者

の方との関わりを振り返る 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第７回 

ケースワーク（３）ケースの振り返り、発表② 

出会いの場面、情報収集の方法、アセスメント、プランニング、

支援の実施等ソーシャルワークの展開過程に沿って当事者の方

との関わりを振り返る 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第８回 

ケースワーク（４）：ケースの振り返り、まとめ 

実習中の自身が行ったケースワークを振り返り、学んだことを

ソーシャルワークの価値、技術に結びつけてまとめる 

事前学習 学んだことを書きだす。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第９回 

ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（１） 

－ソーシャルワークアプローチについて復習する 

（ICF、バイオ・サイコ・ソーシャルモデル、ストレングスモ

デル。解決志向アプローチなど 

事前学習 
ソーシャルワークモデル、アプローチ

を復習する。 

事後学習 
実習中の体験とソーシャルワークモデ

ル、アプローチを結びつけて考察する。 

第１０回 

ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（２） 

ーソーシャルワークアプローチについて復習する 

（行動変容アプローチ、危機介入アプローチ、エンパワメント

アプローチ、リカバリーなど） 

事前学習 
ソーシャルワークモデル、アプローチ

を復習する。 

事後学習 
実習中の体験とソーシャルワークモデ

ル、アプローチを結びつけて考察する 

第１１回 
ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（３） 

実習の事例報告① 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１２回 
ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（４） 

実習の事例報告② 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１３回 
まとめ 

－精神保健福祉援助演習Ⅲで学んだことを振り返る 

事前学習 授業で学んだことを振り返る。 

事後学習 

精神保健福祉援助演習Ⅲで身に着けた

ことをまとめる。ワーカーとしての自

身のストレングス・課題をまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 5回の講義内容を踏まえソーシャルワークの価値や技術と実習中の体験を結びつけて論じ

る。 

レポート形式：A４用紙１枚程度（1500文字～2000 文字程度） 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する 

   提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 11 回～第 14回の講義内容を踏まえ発表後の振り返りや、他学生の発表を聞いての学びや気づきを

まとめる。 

レポート形式：A４用紙１枚程度（1500文字～2000 文字程度） 

提出期限：第 15回の授業開始時に提出する 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助技術論 （４単位） 

３．科目番号 
PSMP3411 

SCMP3111 
２．授業担当教員 長谷川 行雄 

４．授業形態 講義、グループ討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱを受けて、精神障害者に対する援助方法や実践の基本を学ぶ。また、精神

医学や精神科リハビリテーションの概念を踏まえて、精神障害者への相談援助に対する基本的な考え方や相

談援助技術の展開を学ぶ。さらに、社会資源の活用方法、ケアマネジメント、コミュニティワークの実際と、

保健・医療・福祉等にわたる包括的な支援の意義と展開を学ぶ。 

 本授業の終了後には以下を理解していることが期待される。 

①精神医療の特性と精神障害者に対する支援の基本的考え方について 

②精神科リハビリテーションの概念と構成及びチーム医療の一員としての精神保健福祉士の役割について 

③精神科リハビリテーションのプロセスと精神保健福祉士が行うリハビリテーションの知識と技術及び活用

の方法について 

④精神障害者を対象とした相談援助技術の展開について 

⑤精神障害者の地域生活の実態とこれらを取り巻く社会情勢及び地域相談援助における基本的な考え方につ

いて 

⑥地域リハビリテーションの構成と社会資源の活用及びケアマネジメント、コミュニティワークの実際につ

いて 

⑦地域生活を支援する保健・医療・福祉等の包括的な支援の意義と展開について 

８．学習目標 

以下の点を学習の目標とする。 

①精神保健医療福祉の歴史と動向について説明できる 

②精神障害者に対する支援の基本的な考え方と必要な知識を身に付ける 

③精神科リハビリテーションの概念と構成、精神科リハビリテーションのプロセスについて説明できる 

④医療機関における精神科リハビリテーションの展開とチーム医療における精神保健福祉士の役割を学ぶ 

⑤相談援助の過程及び対象者との援助関係、面接技術を理解し、援助活動の展開を身に付ける 

⑥家族調整・支援の実際を学ぶ 

⑦スーパービジョンとコンサルテーションについて理解する 

⑧地域移行について理解する 

⑨地域を基盤にした相談援助、リハビリテーションの基本的考え方、ネットワーキングについて理解する 

⑩精神障害者のケアマネジメントを学ぶ 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポート① 

「精神保健福祉の歴史をふまえ、わが国における精神保健福祉士の役割と課題について述べなさい。」 

課題レポート② 

「精神疾患を有する者の保護およびメンタルヘルス改善のための諸原則をふまえ、昨今の事例について考察

を述べなさい」 

課題レポート③ 

「地域を基盤とした支援のあり方について多角的な視点を含めて述べなさい」 

授業の中で課題については変更する場合もある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編『精神保健福祉士養成セミナー４ 第 6 版「精神保健福祉の理論

と相談援助の展開Ⅰ」』へるす出版。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神保健福祉士の相談援助に必要となる諸理論を実践に照らし合わせながら理解している。 

２．授業時に課される課題等について積極的に実行し、期限を守り提出している。  

３．講義を聞く姿勢、グループディスカッションへの参加等、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１ 期末試験  ： 総合点の 60％ 

２ 授業時に課される課題  :  総合点の 20％ 

３ 授業への積極的参加態度  ： 総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ，Ⅱで学んだ知識と技術の概要をさらに深く学び、実践に結びつけることができ

る内容とします。理論を踏まえグループワークや、ロールプレイなど積極的な授業への参加を求めます。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

第 1章 障害者福祉の理念と精神障害者 

の人権：障害者福祉の理念と精神障害 

障害者福祉の理念と精神障害者の人権：

障害者福祉の理念と精神障害２ 

事前学習 
障害者に対する理念を実現するためにどのようは視点を持つ

べきか自分の意見を整理すること 

事後学習 
教科書に記載されている障害者に対する理念と精神保健福祉

士の実践を整理すること 

第２回 
障害者福祉の理念と精神障害者の人権：

精神障害者の人権 

事前学習 我が国における精神医療の現実を調べておくこと 

事後学習 
我が国の精神医療で生じた人権問題を整理し、地域での精神

障害者の人権について考察すること 



 

 

第３回 
精神障害者の人権： 

障害者権利条約の理念 

事前学習 教科書を読み、障害者の権利条約についてまとめること 

事後学習 
我が国の精神障害者の人権が障害者の権利条約によってどの

ように守られているのかをまとめること 

第４回 
精神障害者の人権： 

精神障害及び精神障害者 

事前学習 精神障害と精神障害者の関係をよく調べて理解すること 

事後学習 
授業で学んだ精神障害者の人権侵害について、事例を含めて

考察すること 

第５回 
第２章 精神保健福祉の歴史と理念：精

神保健福祉の概念・歴史・理念 

事前学習 
精神医学、精神科リハビリテーション学、精神科ソーシャル

ワーク論Ⅰで学んだ歴史を整理しておくこと 

事後学習 

今日の我が国の精神保健福祉施策への影響を考察するととも

に、今日求められている精神障害者の地域支援の意義につい

てまとめること 

第６回 
精神保健福祉の歴史と理念：精神保健

福祉の現状 

事前学習 
我が国の入院者数、入院日数、精神科病床数等精神障害者の

おかれている現状を調べること 

事後学習 
授業を振り返り、我が国の精神障害者施策に対する諸外国の

批判をまとめること 

第７回 

第３章 精神保健福祉の領域におけるソ

ーシャルワークの歴史：イギリスにお

けるソーシャルワークの歴史と精神保

健のかかわり 

事前学習 
教科書を読み、イギリスにおけるソーシャルワークの歴史に

ついてまとめること 

事後学習 
イギリスにおける精神保健領域でのソーシャルワークの発展

をまとめること 

第８回 

精神保健福祉の領域におけるソーシャ

ルワークの歴史：アメリカにおける精

神保健福祉分野のソーシャルワーク発

展の歴史 

事前学習 
教科書を読み、アメリカにおけるソーシャルワークの歴史に

ついてまとめること 

事後学習 
アメリカにおける精神保健領域でのソーシャルワークの発展

をまとめること 

第９回 

精神保健福祉の領域におけるソーシャ

ルワークの歴史：日本におけるソーシ

ャルワークの歴史と精神保健のかかわ

り１ 

事前学習 
我が国における精神保健福祉の黎明期から現在までの流れを

理解すること 

事後学習 
我が国における精神保健福祉士の黎明期から現在に至るまで

をまとめること 

第１０回 
第４章 精神保健福祉士の理念と意義：

国家としての精神保健福祉士の意義 

事前学習 

教科書「国家資格としての精神保健福祉士の意義」を読み、

精神保健福祉士が持つべき理念や存在する意義についてまと

めること 

事後学習 

精神保健福祉士の持つべき理念と存在意義について自己の考

えをまとめ、合わせて精神保健福祉士の専門性について考察

すること。 

第１１回 
精神保健福祉士の理念と意義：国家と

しての精神保健福祉士の専門性と倫理 

事前学習 
前回の授業を振り返り、精神保健福祉士の意義をまとめるこ

と 

事後学習 
前回の授業に加えて、精神保健福祉士の果たしてきた意義や

今後果たすべき役割について考えること 

第１２回 
精神保健福祉士の理念と意義：精神保健

福祉士倫理綱領 

事前学習 

教科書「精神保健福祉士の専門性と倫理」を読み、精神保健

福祉士倫理綱領作成のきっかけとなったＹ問題について整理

すること。 

事後学習 
精神保健福祉士倫理綱領のポイントをつかみ、繰り返し読む

こと。 

第１３回 

第５章 精神保健福祉士の支援とソーシ

ャルワーク展開過程精神障害者の支援モ

デル（治療モデル、生活モデル、ストレ

ングスモデルなど） 

事前学習 支援モデルにはどのようなものがあるのか調べてくること。 

事後学習 学んだ支援モデルについてまとめること。 

第１４回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワー

ク展開過程：ソーシャルワークの展開

過程（受理面接と契約） 

事前学習 
受理面接（インテーク）とは何をすることなのかを教科書か

ら理解しておくこと 

事後学習 
授業を振り返りジェノグラム、エコマップの書き方を確認す

ること 

第１５回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ソーシャルワークの展

開過程（アセスメントと支援計画） 

事前学習 

ソーシャルワークの展開過程のうちアセスメントの内容と方

法について、精神科ソーシャルワーク論の教科書を読み、理

解しておくこと 

事後学習 
教科書にあるインテークに係る事例を読み、事例のインテー

ク、アセスメントを試みること 

第１６回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程： 

ソーシャルワークの展開過程（支援の

実際、経過観察、支援の評価、終結） 

事前学習 
教科書を読み、経過観察のポイント、評価方法、終結をする

場合の条件を調べておくこと 

事後学習 
支援の評価方法を理解するとともに、終結する場合の留意点

についてまとめること 

第１７回 
精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ソーシャルワーク面接 

事前学習 
教科書を読み、構造化された面接と生活場面面接の違いをま

とめておくこと 

事後学習 授業を振り返り、具体的な面接の技術を整理すること 

  



 

 

第１８回 
精神保健福祉士の支援とソーシャル

ワーク展開過程：個別支援 

事前学習 
教科書を読み、パターナリズムとは何かを理解するととも

に、事例を読んでおくこと 

事後学習 
授業を振り返り、ソーシャルワークの展開過程に沿って事

例をまとめること 

第１９回 

精神保健福祉士の支援とソーシャル

ワーク展開過程：グループを活用した

支援 

事前学習 
教科書を読み、グループの展開過程、グループの特徴、セ

ルフヘルプグループについてまとめること 

事後学習 
授業を振り返り、デイケアや家族支援といったグループの

実践を整理すること 

第２０回 

精神保健福祉士の支援とソーシャル

ワーク展開過程：地域を対象とした支

援 

事前学習 
地域を対象とする支援とは何かを教科書を使い理解するこ

と 

事後学習 
直接援助と間接援助の違いを理解し、具体的な例を考えて

みること 

第２１回 

精神保健福祉士の支援とソーシャル

ワーク展開過程：災害時における精神

保健福祉士の役割、スーパービジョン

とコンサルテーション 

事前学習 

災害時における援助のポイントをまとめること。また、教

科書「スーパービジョンとコンサルテーション」を読み、

スーパービジョンとコンサルテーションの概念を理解し、

実習で受けたスーパービジョンを思い出し、スーパービジ

ョンが自己に与えた影響を考察すること 

事後学習 

スーパービジョンとコンサルテーションの違いを明確にす

ること。ケアマネジメントに関する配布資料を見直し、手

順を確認すること 

第２２回 

精神保健福祉士の支援とソーシャル

ワーク展開過程：ケアマネジメント・

地域移行への支援 

事前学習 教科書を使い、ケアマネジメントの歴史を調べておくこと 

事後学習 
授業を振り返り、地域移行支援、ケアマネジメントの流れ、

有効性を理解すること 

第２３回 

第６章 精神障害者のソーシャルワー

クと関連専門職との連携：チーム医療

における精神保健福祉士の役割 

事前学習 
教科書 pp.235～244 を読み、チーム医療の概念を整理する

とこと 

事後学習 チーム医療を実施する際のポイントをまとめること 

第２４回 
精神障害者のソーシャルワークと関連

専門職との連携：専門職の役割と機能 

事前学習 
精神保健福祉士がどのような職種とチームを組む必要性が

あるか想定すること 

事後学習 

実習先で実施されていたチーム医療（チームアプローチ）

に関わっている職員の職種と役割、連携について整理する

こと 

第２５回 

精神障害者のソーシャルワークと関連

専門職との連携：チームアプローチ及び

地域生活支援の理念と精神保健福祉士

の役割 

事前学習 
地域における支援チームの要素とチームの中で精神保健福

祉士が果たす役割について自己の意見をまとめること 

事後学習 

地域支援チームと医療機関でのチームの違いについて整理

すること。また、地域での生活支援にかかわる職種、機関

を上げ、それぞれの役割と連携のポイントを整理すること。 

第２６回 精神保健福祉援助技術論のまとめ 
事前学習 これまでに学んだ項目について確認をしてくること。 

事後学習 授業で指摘したポイントについて振り返り、理解すること 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第４回の講義内容を踏まえて「精神障害者の人権」についてレポートにまとめなさい。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 11回～第 12回の講義内容を踏まえて「精神保健福祉士の専門性と倫理」についてレポートにま

とめなさい。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 13回～第 18回の講義内容を踏まえて「精神保健福祉士の展開過程」について事例を用いてレポ

ートにまとめなさい。 

提出期限：第 18回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 21 回の講義内容を踏まえて「新型コロナ感染症拡大による社会的な大きな変化の中で精神保健

福祉士になる自分ができること」について考えてレポートにまとめなさい。 

提出期限：第 22回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（P） （2 単位） 

３．科目番号 PSMP2483 

２．授業担当教員 三野 宏冶 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、

実習事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）実習の意義について理解する。 

２）個人の資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

３）実習施設・機関の概要及びその地域について理解し、明瞭な説明ができる。 

４）日本における精神保健福祉の現状を理解し、実習先でかかわる精神障害者への理解を深めるため、他

の講義で学んだ基礎知識を総括的に確認する。 

５）精神保健福祉士に求められる職業倫理と法的義務について理解し、実習においてそれらに基づく実践

ができる基礎を身につける。 

６）事前訪問に向けて準備を整え、事前訪問を実施する。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導および集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術

について具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応で

きる能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 
１ 精神保健福祉に関わる知識の確認（実習コンピテンス確認テストに向けて基礎知識の確認） 

２．実習コンピテンス確認テスト（１）の実施（合格点に達するまで実施） 
３．自己の実習に対する動機、目標 
４．実習先機関の理解 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 
『精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、

2017。 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 

【参考書】 
精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 2019 年版』中央法規。 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 
１．実習に向けての基礎知識が確認できている。 
２．実習に向けての自己の動機を言語化できる。 

３．基本的マナー、態度（敬語の使い方、提出期限を守る等）行える。 
○評定の方法 
１．授業中に課されるレポート 40％ 

２．実習配属に伴う提出物 20％ 
３．授業への積極的参加態度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は実習に直結しています。この授業期間中に、実習先の配属が決定し、具体的に実習に向けての

学習がスタートします。積極的な授業参加を期待します。 

13．オフィスアワー 後日通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅰのねらい、授業の進め方についての説明
と実習の流れについての説明（「実習の手引き」使用） 

・専門職養成における実習の意義を理解する 
：精神保健福祉士を目指すうえで、実習がなぜ大切なのか、また実習で
何を学ぶべきなのか理解を深める。 

・実習記録の書き方とその意義を理解する 
：以後授業の中で実習記録の練習を行う 

事前学習 

テキスト第１章「精神保健福祉
援助実習の意義と特徴」・第２
章「実習の学習内容と基本的な

枯れ」を熟読する 

事後学習 

授業で学んだことを受け、自己

にとっての実習に行く意義に
ついてまとめる 

  



 

 

第２回 

・精神保健福祉士を目指している自己の動機に対する理解を深める 

：実習の意義と同時に、個人が持っている資格取得に対する動機を自己
の中で明確にするとともに、他人に対して説明できるようにする 

事前学習 
自分の資格取得動機を説明で
きるように準備する 

事後学習 

授業を受け再度自己の資格取
得動機について考える。自己

の実習の動機をまとめる 

第３回 

・事前学習の意義について理解する 
：事前学習で学ぶべきことを把握するとともに、その意義を理解する 

 
精神保健福祉に関する基礎知識の確認① 
・精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の

困難について理解する 
：日本の精神保健福祉の歴史、精神保健福祉の現状、精神障害者が抱え
る困難性について考える 

事前学習 

テキスト第３章Ⅲ（pp.46～

65）を熟読する 
精神保健福祉の歴史、精神科
医療の現状についてレポート

にまとめる 
 

事後学習 

精神障害者のおかれている現
状について考えたことをまと
める 

第４回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認② 
・精神疾患の理解 
：主な精神疾患についての基礎知識を確認する 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認③ 
・精神保健福祉に関する制度の理解 
：精神保健福祉士として必要となる制度についての知識を確認する 

事前学習 
与えられたテーマについてレ
ポートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足り
なかった点をまとめる 

第５回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認④ 
・精神科医療機関における制度、ワーカーの役割を確認する 

：入院制度の確認 
：保険制度の確認 
：精神科医療機関におけるワーカーの役割 

事前学習 
与えられたテーマについてレ
ポートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足り

なかった点をまとめる 

第６回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認⑤ 
・精神保健福祉に関する技術の理解 
：面接の基本姿勢、面接技術などソーシャルワーカーとして 必要になる

基礎的技術について 

確認精神保健福祉に関する基礎知識の確認⑥ 
・精神保健福祉に関する職業倫理と法的責務の確認 

：精神保健福祉士法、倫理綱領について、実習に結びつけて理解 

事前学習 
与えられたテーマについてレ
ポートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足り

なかった点をまとめる 

第７回 

・実習先を理解する 

：実習が可能な施設・機関の紹介と説明（「実習の手引き」使用） 
：事前学習として実習先を理解する意義と、どのような点について理解
することが必要か説明 

※第 8 回～第 11 回において、可能な場合は、外部機関の見学を実施し、
実習先理解を深める 

事前学習 
テキスト第８章「実習施設・

機関の概要」を熟読する 

事後学習 
実習可能な施設について確認

する 

第８回 

・実習施設・機関の基本的理解 

：グループによる発表 医療機関 
〈精神科病院／総合病院精神科／精神科診療所／精神科デイケア施設
／アルコール専門病棟／認知症病棟〉 

事前学習 

グループで発表の準備をする 

テキスト第９章Ⅰ「精神科病
院」、Ⅱ「精神科診療所」、Ⅳ
「精神保健医療福祉における

多職種連携とチームアプロー
チの実際」を熟読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第９回 

・実習施設・機関の基本的理解 

：グループによる発表 障害者総合支援法に規定されている施設 
〈共同生活援助／相談支援事業・地域活動支援センター／就労継続支援
A 型／就労継続支援 B 型／就労移行支援事業所〉 

・実習コンピテンス確認テストⅠの問題配布 
：実習コンピテンスの意義を理解し、自主学習の準備を整える 

事前学習 

グループで発表の準備をする 
テキスト第９章Ⅲ「障害福祉

サービス事業所」Ⅶ「地域社
会の中の実習施設・機関とア
ウト―リーチ、地域ネットワ

ーク、社会資源の活用・調整・
開発を熟読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第１０回 

・実習施設・機関の基本的理解 
：グループによる発表 行政 

〈精神保健福祉センター／保健所／市町村保健センター〉 
：実習施設・機関の理解に対するまとめ 
・実習コンピテンス確認テストⅠの実施 

事前学習 

グループで発表の準備をする 
実習コンピテンス確認テスト

Ⅰの準備をする 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第１１回 

・実習において必要となる姿勢の理解（１） 
－社会人、専門職として求められる姿勢を身に着ける 

・配属実習施設・機関に対する理解を深める 
：配属先実習施設・機関の利用者理解と援助方法 
：配属先実習施設・機関に関する情報収集 

：誓約書 
・個人調書等書類作成の意味の理解と作成（自己の実習目標を明文化す
る） 

事前学習 

社会人として求められる姿勢
について考えられることをま

とめる 

事後学習 

授業で学んだことをまとめ、
日常生活で実践する 
配属先施設について調べる。 

実習生個人調書を作成する 

第１２回 

・実習において必要となる姿勢の理解（２） 
－社会人、専門職として求められるコミュニケーション技術を身に着け

る 

事前学習 

社会人として求められるコミ
ュニケーションについて考え
られることをまとめる 

事後学習 
授業で学んだことをまとめ、
日常生活で実践する 

  



 

 

第１３回 

・学習のまとめ 
・精神保健福祉援助実習指導Ⅱに向けた課題 
・セルフアセスメントの実施 

事前学習 実習施設の概要を作成する 

事後学習 
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ
で学んだことを振り返る 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第４回～第７回の講義内容を踏まえて、「実習事前学習の意義と事前学習を通して身についたこと、

さらに身に着ける必要のあること」をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙１枚程度（1500 文字～2000 文字程度） 

提出期限：第８回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 13 回～第 14回の講義内容を踏まえて、ソーシャルスキルに関する自己の特性や気づきをまとめ、

実習中意識したいことについて言及する。 

レポート形式：A4 用紙１枚程度（1500 文字～2000 文字程度） 

提出期限：第 15 回の授業開始時 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

実習関連／実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連＊おおよその目安，変動あり。 

実習コンピテンス確認テストⅠの問題配

布（自主学習用） 
7 月下旬 夏休み前の授業で問題配布（第 10 回～第 11 回） 

実習コンピテンス確認テストⅠの実施 8 月下旬 
夏休み明け最初の授業で確認テストⅠの実施 

（第 11 回～第 12 回） 

実習配属に関する個別面談実施 8 月下旬～9 月頭 第 13 回～第 15回 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（C） （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2183 

２．授業担当教員 三野 宏冶 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、

実習事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）実習の意義について理解する。 

２）個人の資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

３）実習施設・機関の概要及びその地域について理解し、明瞭な説明ができる。 

４）日本における精神保健福祉の現状を理解し、実習先でかかわる精神障害者への理解を深めるため、他

の講義で学んだ基礎知識を総括的に確認する。 

５）精神保健福祉士に求められる職業倫理と法的義務について理解し、実習においてそれらに基づく実践

ができる基礎を身につける。 

６）事前訪問に向けて準備を整え、事前訪問を実施する。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導および集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術

について具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応で

きる能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

第1回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す。 
１ 精神保健福祉に関わる知識の確認（実習コンピテンス確認テストに向けて基礎知識の確認） 

２ 自己の実習に対する動機、目標 
３ 配属された実習施設・機関の概要を調べレポートにまとめる（2000～4000字） 
＊予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に

問題解決力を培うように努めること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、
2017。 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 
【参考書】 
精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 ２０１７年版』中央法規。 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 
１．実習に向けての基礎知識が確認できている。 

２．実習に向けての自己の動機を言語化できる。 
３．基本的マナー、態度（敬語の使い方、提出期限を守る等）行える。 
○評定の方法 

１．授業中に課されるレポート 40％ 
２．実習配属に伴う提出物 20％ 
３．授業への積極的参加態度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は実習に直結しています。この授業期間中に、実習先の配属が決定し、具体的に実習に向けての
学習がスタートします。積極的な授業参加を期待します。 

13．オフィスアワー 後日通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅰのねらい、授業の進め方についての説
明 
・実習の流れの理解と実習に関する基本的ルールの確認（「実習の手引

き使用」） 

事前学習 
精神保健福祉援助実習指導の
教科書を購入する 

事後学習 

実習の手引きの実習の流れを
再確認し、実習の時期、日程等

理解する 

第２回 

・専門職養成における実習の意義を理解する 

：精神保健福祉士を目指すうえで、実習がなぜ大切なのか、また実習
で何を学ぶべきなのか理解を深める 
・専門職としての記録の意義を復習し、実習中の記録の書き方を学ぶ 

：以後実習記録の練習を授業内で行う 

事前学習 

テキスト第１章「精神保健福祉
援助実習の意義と特徴」・第２

章「実習の学習内容と基本的な
流れ」を熟読する 

事後学習 

授業で学んだことを受け、自己
にとっての実習に行く意義に
ついて学習ノートにまとめる 

第３回 

・精神保健福祉士を目指している自己の動機に対する理解を深める 
：実習の意義と同時に、個人が持っている資格取得に対する動機を自

己の中で明確にするとともに、他人に対して説明できるようにする 

事前学習 
自分の資格取得動機を説明で
きるように準備する 

事後学習 

授業を受け再度自己の資格取
得動機について考える。自己の
実習の動機を学習ノートにま



 

 

とめる 

第４回 

・事前学習の意義について理解する 
：事前学習で学ぶべきことを把握するとともに、その意義を理解する 

：実習コンピテンス確認テストについての説明 
精神保健福祉に関する基礎知識の確認① 
・精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上

の困難について理解する 
：日本の精神保健福祉の歴史、精神保健福祉の現状、精神障害者が抱
える困難性について考える 

事前学習 

テキスト第３章Ⅲ「事前学習の
意義と目的」を熟読する 

精神保健福祉の歴史、精神科医
療の現状についてレポートに
まとめる 

事後学習 

精神障害者のおかれている現
状について考えたことをまと

める 

第５回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認② 
・精神疾患の理解 

：主な精神疾患についての基礎知識を確認する 
精神保健福祉に関する基礎知識の確認③ 
・精神保健福祉に関する制度の理解 

：精神保健福祉士として必要となる制度についての知識を確認する 

事前学習 
与えられたテーマについてレ
ポートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足り
なかった点をまとめる 

第６回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認④ 

・精神保健福祉に関する技術の理解 
：面接の基本姿勢、面接技術などソーシャルワーカーとして必要にな
る基礎的技術について確認 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認⑤ 
・精神保健福祉に関する職業倫理と法的責務の確認 
：精神保健福祉士法、倫理綱領について、実習に結びつけて理解 

事前学習 
与えられたテーマについてレ

ポートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足り
なかった点をまとめる 

第７回 

・実習先を理解する 
：実習が可能な施設・機関の紹介と説明（「実習の手引き」使用） 
：実習先を理解する意義と理解すべき内容を把握 

※第７回～第 9 回において、可能な場合は、外部機関の見学や外部講
師を招いての授業を実施し、実習先理解を深める 

事前学習 
テキスト第 8 章「実習施設・機
関の概要」を熟読する 

事後学習 
実習可能な施設について確認
する 

第８回 

・実習施設・機関の基本的理解 
：グループによる発表 医療機関 
〈精神科病院／総合病院精神科／精神科診療所／精神科デイケア施設

／アルコール専門病棟／認知症病棟〉 

事前学習 

グループで発表の準備をする 
テキスト第 9 章Ⅰ「精神科病
院」、Ⅱ「精神科診療所」、Ⅳ「精

神保健医療福祉における多職
種連携とチームアプローチの
実際」を熟読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第９回 

・実習施設・機関の基本的理解 

：グループによる発表 障害者総合支援法に規定されている施設 
〈共同生活援助／相談支援事業・地域活動支援センター／就労継続支
援 A 型／就労継続支援 B 型／就労移行支援事業所〉 

：グループによる発表 行政 
〈精神保健福祉センター／保健所／市町村保健センター〉 

事前学習 

グループで発表の準備をする 

テキスト第９章Ⅲ「障害福祉サ
ービス事業所」を熟読する 
テキスト第９章Ⅶ「地域社会の

中の実習施設・機関とアウトリ
ーチ、地域ネットワーク、社会
資源の活用・調整・開発」を熟

読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第１０回 

・実習コンピテンス（自己覚知を深める） 
：セルフアセスメントの実施 
・実習先の配属 

：配属先実習施設・機関に関する情報収集 
：誓約書・個人調書等書類作成の意味の理解と作成（自己の実習目標
を明文化する） 

事前学習 
実習施設についてまとめた内
容を振り返る 

事後学習 個人調書作成 

第１１回 

・配属実習施設・機関に対する理解を深める 
：配属先実習施設・機関の利用者理解と援助方法 
：配属先実習施設・機関に関する情報収集 

：誓約書・個人調書等書類作成の意味の理解と作成（自己の実習目標
を明文化する） 

事前学習 
配属先についてホームページ
等を用いて情報を収集する 

事後学習 個人調書の書き直し、清書 

第１２回 

・配属先実習施設・機関に関する理解 
：実習施設の概要をまとめる 

・事前訪問に向けた準備 
：事前訪問の目的と意義の確認 
：基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 

配属先についてさらに情報を
収集する 
テキスト第 3 章ⅤA「見学実習・

現場体験学習」第５章「配属実
習」を熟読する 

事後学習 
見学実習の目的と意義をまと

める 

第１３回 

・事前訪問の総括 
・学習のまとめ 
・精神保健福祉援助実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 

見学実習報告書を作成する 

見学実習に対するお礼状を書
く 

事後学習 
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ

で学んだことを振り返る 

課題研究
１  

課題研究テーマ：第４回～第６回の講義内容を踏まえて、「実習事前学習の意義と事前学習を通して身についたこと、

さらに身に着ける必要のあること」をレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙１枚程度（1500 文字～2000 文字程度） 
提出期限：第７回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 
事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

  



 

 

課題研究
２  

課題研究テーマ：事前訪問実施後に学んだこと及び実習開始前までにやるべき課題についてまとめる。 
レポート形式：A4 用紙１枚程度（1500 文字～2000 文字程度） 
提出期限：事前訪問終了後の次の授業で提出する。 

    提出後添削指導したものを学生に返却する。質疑応答も随時受け付ける。 
事後学習：レポートで触れた「課題」の実施状況を報告する。 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

実習/実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連 ＊おおよその目安、変動あり 

実習配属に関する 
個別面談実施 

10 月下旬ごろ
から 

第 2 回～第 3 回あたり 

施設実習配属発表 12 月 第 8 回～第 9 回あたり＊個人調書の作成 

セルフアセスメント第１回の実施  授業後半で実施 

「実習施設・機関の調査」 
レポート提出 

1 月 配属先発表後 

実習コンピテンス確認テストⅠの

問題配布 
1 月 

第１５回目の授業 

（春休み中に予習する） 

事前訪問第１回目の実施 ２月 学生各自日程調整して実施 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ（C） （2 単位） 

３．科目番号 SCMP3184 

２．授業担当教員 三野 宏冶 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実
習事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 
精神保健福祉援助実習指導Ⅱは、ソーシャルワーク基礎実習に向けての具体的な準備、事後学習、精神保
健福祉援助実習第一段階の準備を行い、終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 
１）実習コンピテンステストを実施し、実習に必要な基礎的知識の定着を図る。 
２）実習計画の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 
３）事前訪問を実施し、実習生、授業担当教員、実習指導者（スーパーバイザー）との協議を踏まえた実習

計画を完成させる。 
４）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術習得のための具体的方法について理解する。 
５）個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 
６）スーパービジョンについて理解し、適切なスーパービジョンを受ける準備をする。 
７）記録の意義について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 
８）実習目標と実践を照合し自己評価して、自己の課題を明瞭に説明できる。 
９）実習を総合的に評価し、課題を明確化、文書化できる。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導及び集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術に

ついて具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応でき

る能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

第1回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す。 

１ 実習コンピテンス確認テスト（１）及び（２）の実施（合格点に達するまで再テストを行う） 
２ 実習施設の概要、実習計画書の作成 
３ ソーシャルワーク基礎実習振り返り 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】新版 精神保健福祉士養成セミナー第 8巻 
『精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、2017。 

【参考書】精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 2019年版』中央法規。 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 
１．実習に向けて必要になる事前知識が身についている。 

２．実習に必要な書類の準備ができる。 
３．実習事後に実習での学びを言語化できる。 
○評定の方法 

１．実習コンピテンス確認テスト 20％ 
２．実習に伴う提出物 30％ 
３．実習事後の振り返りのための課題 20％ 

４．授業への積極的参加態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は実習に直結している。この授業期間中に、初めて実習に行き、次の段階の実習に備えます。実習
及び資格取得に対する動機を高め、より充実した実習体験を持てるよう、積極的な授業参加態度を期待す

る。 

13．オフィスアワー 後日通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉実習指導Ⅰの振り返りと確認 
・精神保健福祉援助実習指導Ⅱの講義内容、進め方の説明 

：実習までの流れの確認 
 
・ソーシャルワーク基礎実習研究課題の作成に関する説明 

事前学習 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰで学んだこ
とを振り返る 
実習コンピテンス確認テストのための学

習を行う。 

事後学習 

実習に向けての自己の課題を書き出す。 

実習コンピテンス確認テストのための学
習を行う。 

第２回 ・実習コンピテンス確認テストⅠの実施 

事前学習 

「実習の手引き」ソーシャルワーク実習

についての項目に目を通す 
テキスト第 3章ⅤC「実習計画・実習課題
の作成と事前訪問」、第 10 章「実習指導

計画モデル」を熟読する 

事後学習 
実習施設・機関の概要、ソーシャルワー

ク基礎実習プログラム（案）を作成する 

第３回 ・実習施設・機関の概要の作成 

事前学習 
実習施設・機関の概要、ソーシャルワー
ク基礎実習プログラム（案）を作成する 

事後学習 
実習プログラム（案）について、添削さ
れた箇所を再度修正する 

  



 

 

第４回 

・スーパービジョンと巡回指導の理解 

：スーパービジョンについて理解する 
：巡回指導の目的と内容を理解する 
 

：スーパーバイザーとの協議に関する説明と確認 

事前学習 

テキスト第 4 章「実習の際に起こる問題
への対処、第 5章Ⅱ「実習指導者の役割」、
Ⅲ「実習担当教員の役割」Ⅳ「実習担当

教員による巡回指導」Ⅷ「実習スーパー
ビジョン」を熟読する 

事後学習 

実習施設・機関の概要及び実習プログラ
ム（案）持参のうえ、実習施設訪問につ

いて実習指導者に相談する 

第５回 

・実習における個人のプライバシー保護と守秘義務の理解 
：個人情報保護の理解 
：実習中の記録等の取り扱いに関する具体的注意事項 

事前学習 

テキスト第 5 章Ⅳ「配属実習に伴う留意
事項」 
「実習の手引き」資料：「学生が行う現場

実習における個人情報保護の手引き」に
目を通す 

事後学習 

個人のプライバシー保護と守秘義務につ
いて、実習生、利用者それぞれの視点か

ら重要な点をまとめる 

第６回 

・実習記録の理解 
：実習記録の意義・書き方を理解する 

：実習記録の書き方演習 
 

事前学習 テキスト第５章Ⅶ「実習記録の指導」 

事後学習 

日々の出来事を選択し、実習記録に記入
する 

自己評価表の各項目の意味を再度確認す
る（不明点があれば、翌週確認する） 

第７回 

・実習記録の理解 

：実習記録の書き方演習 
：実習記録の取り扱い等に関する説明 
 

・ソーシャルワーク基礎実習代替の課題研究４実施に関する
確認と注意事項 

事前学習 第６回で学んだことを復習する 

事後学習 

第７回で学んだことを振り返る。 
課題研究４に向けての取り組みを準備す
る 

第８回 

・援助実習に関する理解 
：実習実施時期の確認 
：「実習プログラムシート」の理解（援助実習の目標の理解と

目標を達成するための展開方法について）実習プログラム案 
 
・援助実習、実習プログラム案の作成 

：援助実習の課題を理解したうえで、実習計画を作成する 
 
・ソーシャルワーク基礎実習代替の課題研究５実施に関する

確認と注意事項 

事前学習 
実習の手引き、精神保健福祉援助実習の
項目を熟読する 

事後学習 実習プログラム案を作成する 

第９回 
・実習プログラム案の作成と完成 
 

事前学習 実習プログラム案を作成する 

事後学習 
添削を受けた実習プログラム案を修正

し、完成させる 

第１０回 
・実習の評価について理解する 
 ：評価の意義と自己評価について学ぶ 

事前学習 実習評価表を確認する 

事後学習 
現時点での自身の自己評価を想定してみ
る 

第１１回 ・実習コンピテンス確認テストⅡの実施 

事前学習 実習コンピテンス実施のための学習 

事後学習 
実習コンピテンスの自己採点や振り返り
を行う 

第１２回 

・実習コンピテンス確認テストⅡのまとめ 
・巡回指導教員への手続きの説明 
 

事前学習 
実習に向けて手引きを読み実習の流れ等
確認する 

事後学習 

巡回指導教員への挨拶用紙の準備をする 
巡回指導教員に挨拶のための日程調整を
各自行う 

第１３回 

・学習のまとめ 

：援助実習に向けて最終確認：事故、緊急時対応、保険、注意
事項、評価、記録の提出等について 
：実習における契約構造の説明と実習生の義務・権利について

再確認 

事前学習 授業を通して学んだことをまとめる 

事後学習 実習に向けて準備を整える 

  



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第４回の講義内容を踏まえて「スーパービジョン」について理解したこと、また実習中のスーパービ

ジョンに自身が意識して気をつけたいことをまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1500文字～2000文字程度） 

実施時期：提出後、第５回授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を実施する。質疑に関しては必要に応じてその

後継続的に受け付ける。 

提出期限：第５回授業実施時 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第５回の授業内容を踏まえて「個人情報保護」について理解したこと、また自身の特性を踏まえて実

習中に特に意識して気をつけたいことをまとめる。 

レポート形式：A４用紙１枚（1500文字～2000文字程度） 

実施時期：提出後、第６回授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を実施する。質疑に関しては必要に応じてその

後継続的に受け付ける。 

提出期限：第６回授業時 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

実習/実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連 ＊おおよその目安、変動あり 
実習コンピテンス確認テストⅠの実施 ４月後半 第２回目の授業時に実施 

事前訪問２回目 5月中 
第 4回～第 6回授業あたりに学生個別に実施 
＊実習プログラム案作成のうえ、実習先訪問 

巡回教員発表・教員への挨拶 5月中旬～下旬 第 5回～第 6回あたりに発表。挨拶は学生個別に実施 

セルフアセスメントの実地 SW基礎実習前 SW基礎実習前にセルフアセスメントを実施する 
SW基礎実習 6月第 1週より 第 7回～8回あたりが基礎実習前最後の授業 

実習コンピテンス確認テストⅡの問題配布 ７月下旬 第 11回～第 12回あたり＊夏休み中に予習する 

実習コンピテンス確認テストⅡの実施 
８月下旬夏休み明

け頃 
夏休み明けの授業第１回目：第 11回～第 12回あたりに実

施 

セルフアセスメントの実施 第一段階実習前 春期終了前。第一段階実習開始前に実施する 

 

 



 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ（P）（2 単位） 

３．科目番号 PSMP3485 

２．授業担当教員 三野 宏冶 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実習

事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅲは、精神保健福祉援助実習第一段階の帰校指導の役割りも兼ね、実習の振り返 

りを行い、実習における学びを深める。また、精神保健福祉援助実習第指導Ⅱに向けての準備、事後学習も

行い、終了した時点で次のことを達成していることが期待される。 

１）実習計画の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 

２）事前訪問を実施し、実習生、授業担当教員、実習指導者（スーパーバイザー）との協議を踏まえた実習

計画を完成させる。 

３）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術習得のための具体的方法について理解する。 

４）記録の意義について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 

５）実習中に行う事例について検討し、支援計画の立案を実践的に理解する 

６）実習中の利用者との関わりを振り返り、自己覚知を深める 

７）実習目標と実践を照合し自己評価して、自己の課題を明瞭に説明できる。 

８）実習を総合的に評価し、課題を明確化、文書化できる。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導及び集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術につ

いて具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応でき

る能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことができ

る能力を涵養する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

第1回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す。 

１．実習先医療機関の概要を調べレポートにまとめる（2000字～4000字） 

２．実習施医療機関の概要、実習プログラム案の作成 

３．医療機関実習振り返り、実習総括レポート（実習報告書）の作成 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】 
精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、2017。 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 

【参考書】 

精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 2019 年版』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．２種の実習の振り返りから学びと課題を整理、言語化できる。 

２．実習に際して必要な提出物（帰校指導記録その他）を期限を守り提出できる。 

３．実習に向けての準備を行える。 

○評定の方法 

１．授業時の提出物 20％ 

２．レポート（実習総括レポート）50％ 

３．授業への積極的参加態度 30％ 

12．受講生への 
メッセージ 

この授業では、実習と連動して精神保健福祉士としての実践力の向上に焦点を置いて授業を進める。学生の

積極的な授業参加を期待する。 

13．オフィスアワー 別途、連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅲの進め方 

・施設実習の振り返り 

：担当した事例についての報告と意見交換 

：実習評価に対する考察を行う 

：セルフアセスメントを実施して自己の成長を振り

返る 

・医療機関実習に向けての準備 

：実習の抱負を言語化する 

事前学習 
施設実習の振り返りを行い、医療機関実習におけ

る課題を確認する 

事後学習 個人調書の下書き作成 

第２回 

・実習生個人調書作成 

・実習施設の概要、プログラム案作成 

：収集した情報に基づき概要の作成方法を確認する 

：自己の課題を認識したうえで実習において学びた

いことを確認する 

事前学習 

実習の手引きを参考に医療機関実習で学ぶべき事

柄を確認しておく 

配属先医療機関の情報収集を行う 

事後学習 施設概要、プログラム案の下書きを作成する 

第３回 ・医療機関におけるＰＳＷの役割を学ぶ 事前学習 施設実習や今までの学習を振りかえり医療機関に



 

：施設実習において医療機関ＰＳＷと連携した事例

を振り返る 

：医療機関におけるＰＳＷの役割を確認する 

おけるＰＳＷの役割をまとめる 

事後学習 授業で新たに学んだことをまとめる 

第４回 

・医療機関実習に向けての準備 

：施設概要、プログラム案を完成させ教員より確認

印をもらう 

：レポートのピアレビューを行い、追記すべき事項

を確認する 

事前学習 

施設概要、プログラム案の下書きを完成させる 

医療機関概要レポートを完成させ、授業時に持参

する 

事後学習 
施設概要、プログラム案を清書する。必要に応じ

て修正をする。 

第５回 

・事前訪問に向けた準備 

：事前訪問の目的と意義の再確認 

：基本的態度と訪問時の注意事項の再確認 

：スーパーバイザーと協議したい点を明確にする 

事前学習 実習の手引き、事前訪問の項目を確認する 

事後学習 
スーパーバイザーと協議したい点を明文化してお

く 

第６回 

・事前訪問の総括 

：実習プログラム案に関するスーパーバイザ―との

協議事項の確認とそれを踏まえての実習プログラ

ム案の作成 

・巡回担当教員への挨拶に備える 

事前学習 
事前訪問報告書の作成 

お礼状の郵送 

事後学習 
実習プログラム案を必要に応じて修正する 

巡回担当教員挨拶用紙の作成 

第７回 

・医療機関実習に向けて必要な知識の確認 

：入院制度 

：診療報酬 

：チームアプローチ など  

事前学習 必要な知識の復習をする 

事後学習 学んだことをまとめる 

第８回  

・医療機関実習に向けて必要な知識の確認 

：それぞれの配属先の特徴に応じて必要な知識を確

認する、認知症、依存症、救急病棟 など  

 

事前学習 
配属先医療機関の特徴を再確認し、必要な知識を

書きだす 

事後学習 

授業で学んだことをまとめる 

さらに必要な知識を調べ、まとめる 

 

第９回 

・自己評価表の理解 

：自己評価を行う意義と活用方法の確認 

：自己評価表の記入方法の確認 

事前学習 実習記録の自己評価表に目を通す 

事後学習 実習後に行うべき事柄を書きだす 

第１０回  

・医療機関実習に向けての最終確認 

：事故、緊急時対応、保険、注意事項、評価、記録

の提出等について 

・帰校指導日の確認 

・実習における契約構造の説明と実習生の義務、権

利について確認 

事前学習 医療機関実習までに確認した事柄を書きだす 

事後学習 

テキスト、実習の手引き、学習ノートを振り返り、

実習に備える 

実習記録への記名等実習に向けての最終的な準備

を行う 

第１１回 

・医療機関実習を振り返る 

：医療機関実習で学んだことをグループディスカッ

ションにより振り返る 

・セルフアセスメントシートの作成 

：３回のシートを振り返り自己の成長と課題を認識

する 

事前学習 医療機関実習での学びを振り返る 

事後学習 ディスカッションによる新たな気づきをまとめる 

第１２回 
・医療機関実習を振り返る 

：実習成果発表会① 

事前学習 
自己の実習を振り返る 

実習総括レポートの作成、発表の準備をしておく。 

事後学習 
事後学習を通して、再度自己の実習を振り返り実

習での学びをまとめる 

第１３回 

・医療機関実習を振り返る 

：実習成果発表会② 

・まとめ 

：施設実習、医療機関実習を通しての自己の成長と

課題を認識する 

事前学習 
自己の実習を振り返る 

実習総括レポートの完成 

事後学習 実習を通しての自己の成長と課題をまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回の講義内容、及び施設実習の事後学習を踏まえて施設実習における新たな気づきをまとめる。 

レポート形式：A4 用紙１枚（1500 文字～2000 文字程度） 

提出期限：第３回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第６回、第７回の講義内容及び事前訪問の実施を踏まえて事前訪問での学びをまとめる。 

レポート形式：A４用紙１枚（1500 文字～2000 文字程度） 

提出期限：第８回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

 

 



 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実習関連／実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連＊おおよその目安，変動あり。 

医療機関実習配属発表 4 月初旬 第１回～第 2 回あたりに発表＊個人調書の作成 

「実習施設・機関の調査」レポート提出 4 月 第 2 回～第 3 回あたり 

巡回担当教員発表・挨拶 5 月下旬 
第 6 回～第 7 回あたりに発表 

学生各自挨拶に行く 

見学実習（事前訪問）実施 6 月初旬 学外授業期間を利用，学生各自日程調整して実施 

セルフアセスメントの実施 ７月中旬 医療機関実習開始前に実施する 

医療機関実習 7 月～8 月 夏季休講期間に 12 日間以上かつ 90 時間以上 



 

 

１．科目名（単位

数） 
精神保健福祉士養成演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 GECD3225 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉士の資格を得て、熱意をもって国民の精神保健福祉の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄

与し精神障害者の社会的復権のために活躍するためには、まずは精神保健福祉士の国家試験に合格すること

が欠かせません。この講義では、過去問題の演習を繰り返し行います。その中で、試験に合格するための知

識を記憶に定着させて下さい。 

８．学習目標 

精神保健福祉士の国家試験に合格するためには、次の二つの基準を満たすことが必要になります。 

(Ⅰ)問題の総得点の6割程度以上の点数の得点があること。 

(Ⅱ)受験で課されるすべての科目において得点があること（一科目でも０点を取ると不合格となる） 

これらの基準を満たすために、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎的

問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストはあなた方の学習の形成的評価となるもの

ですから、確実に得点ができるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを２度と繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・正規の授業に加えて、別途開講される対策講座への出席。 

・定期試験(共通科目・専門科目)では、実際の本番の試験の合格基準に従って、 

①全体の60％以上の得点がある 

②全ての科目で得点が見られる（0点科目がない）ことを課題とします。 

（不合格の場合は再試験を行い、合格するまで繰り返すことを義務づけます） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】授業内配布テキスト、『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』中央法規。 

【参考文献】『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ 2020』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解したか。 

２．国家試験の過去問題を確実に正解する力がついたか。 

○評定の方法 

各授業の最後に行う確認テスト ５０％ 

定期試験（共通科目・専門科目） ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・上記教科書が販売される 5 月のゴールデンウイーク明けから、授業は開始される。 

・授業進行は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（試験の概要・傾向等） 

（合格基準の確認、授業の進め方とその学習方法につい
て理解する）【人体の構造と機能及び疾病①】 

事前学習 シラバスを事前によく読んでくる 

事後学習 学習方法の確認 

第２回 【心理学理論と心理的支援】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第３回 【社会理論と社会システム】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第４回 【現代社会と福祉①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第５回 【現代社会と福祉②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第６回 【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第７回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第８回 【福祉行財政と福祉計画】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第９回 【社会保障】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１０回 【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１１回 【低所得者に対する支援と生活保護制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１２回 【保健医療サービス】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 



 

 

第１３回 【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

課題研究
1 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を
赤ペンで修正する。 

実施時期：第 7 回授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

課題研究
2 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を
赤ペンで修正する。 

実施時期：第 10 回授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

期末試験（共通科目） 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
精神保健福祉士養成演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号  

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉士の資格を得て、熱意をもって国民の精神保健福祉の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄

与し、精神障害者の社会的復権のために活躍するためには、まずは精神保健福祉士の国家試験に合格するこ
とが欠かせません。すでに履修している精神保健福祉士養成演習Ⅰにおける学習を基盤として、この講義で
はより実践的な演習を行っていきます。今まで学んできた学習内容を、出題が多く見られる分野を中心に徹

底した問題演習を行っていきます。試験に合格するために必要となる知識を確実に記憶に定着させるととも
に、近年の出題傾向を把握した上で、新しい問題にも対応できる実力を身につけられる講義を行います。 
また、全国統一模擬試験を受験することで試験の雰囲気に慣れるとともに、解答した問題については、そ

の後の授業の中でも振り返りをしていきます。 

８．学習目標 

精神保健福祉士の国家試験に合格するためには、次の二つの基準を満たすことが必要になります。 
(Ⅰ)問題の総得点の６割程度以上の得点があること。 

(Ⅱ)受験で課されるすべての科目において得点があること（一科目でも0点を取ると不合格となる）。 
 これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を満遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基
礎的問題の演習を徹底して行います。特にこの養成演習Ⅱの授業では、実際の出題実績の多い最頻出分野の

問題から繰り返し解いていく作業を中心とします。各授業の最後に行う確認テストは、皆さんの学習の形成
的評価となるものですから、確実に全問が正解できることを目標とするとともに、間違えた問題は必ず徹底
して見直すことで、同じ間違いを二度と繰り返さないことが重要です。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
（３年の養成演習Ⅰの時に購入した問題集を使用します。３年次に養成演習Ⅰを履修していなかった者は、

事前に購入して授業に臨むこと。『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規）） 
「大学作成の授業内配付テキスト」 
『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ 2020』（中央法規） 

【参考書】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2020』(中央法規) 
『精神保健福祉士受験ワークブック 専門科目編 2020』（中央法規） 
『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規） 

『精神保健福祉士国家試験模擬問題集＜専門科目＞2020』（中央法規） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかにかかってい

ます。本講義を受講する学生は、1問 1問真剣に取り組んでください。授業の内容や進行順は変更することが

あります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス(試験の概要・傾向等) 

【人体の構造と機能及び疾病】【心理学理論と心理的支

援】 

事前学習 3 年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】【保健医

療サービス】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 【権利擁護と成年後見制度】【現代社会と福祉①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 【現代社会と福祉②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 【社会理論と社会システム】【福祉行財政と福祉計画】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 【社会保障】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【地域福祉の理論と方法②】【低所得者に対する支援と

生活保護制度】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【精神疾患とその治療】 
事前学習 ここまで授業で取り上げた共通科目の総復習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと見直す 



 

 

第９回 【精神保健の課題と支援】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 【精神保健福祉相談援助の基盤】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【精神保健福祉に関する制度とサービス】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【精神障害者の生活支援システム】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

課題研究 1 

共通科目の確認テストを自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出時期：夏期休講後最初の授業開始時に提出する。 

事後学習：満点が取れるように再度確認する。 

課題研究 2 

「基盤」「理論と展開」の事例問題における事例問題文、解説の中で、重要な箇所やポイントとなる一文等をまとめる。 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 13 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を再度復習する。 

期末試験（実力確認テスト）（専門科目） 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
精神保健福祉士養成演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号  

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

 

 

７．講義概要 

精神保健福祉士の資格を得て、熱意をもって国民の精神保健福祉の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄

与し、精神障害者の社会的復権のために活躍するためには、まずは精神保健福祉士の国家試験に合格するこ
とが欠かせません。すでに履修している精神保健福祉士養成演習Ⅰにおける学習を基盤として、この講義で
はより実践的な演習を行っていきます。今まで学んできた学習内容を、出題が多く見られる分野を中心に徹

底した問題演習を行っていきます。試験に合格するために必要となる知識を確実に記憶に定着させるととも
に、近年の出題傾向を把握した上で、新しい問題にも対応できる実力を身につけられる講義を行います。 
また、全国統一模擬試験を受験することで試験の雰囲気に慣れるとともに、解答した問題については、そ

の後の授業の中でも振り返りをしていきます。 

８．学習目標 

精神保健福祉士の国家試験に合格するためには、次の二つの基準を満たすことが必要になります。 
(Ⅰ)問題の総得点の６割程度以上の得点があること。 

(Ⅱ)受験で課されるすべての科目において得点があること（一科目でも0点を取ると不合格となる）。 
 これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を満遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基
礎的問題の演習を徹底して行います。特にこの養成演習Ⅱの授業では、実際の出題実績の多い最頻出分野の

問題から繰り返し解いていく作業を中心とします。各授業の最後に行う確認テストは、皆さんの学習の形成
的評価となるものですから、確実に全問が正解できることを目標とするとともに、間違えた問題は必ず徹底
して見直すことで、同じ間違いを二度と繰り返さないことが重要です。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・対策講座、夏期講習への出席 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
（３年の養成演習Ⅰの時に購入した問題集を使用します。３年次に養成演習Ⅰを履修していなかった者は、

事前に購入して授業に臨むこと。『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規）） 
「大学作成の授業内配付テキスト」 
『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ 2020』（中央法規） 

【参考書】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2020』(中央法規) 
『精神保健福祉士受験ワークブック 専門科目編 2020』（中央法規） 
『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規） 

『精神保健福祉士国家試験模擬問題集＜専門科目＞2020』（中央法規） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかかかっていま

す。本講義を受講する学生は、試験に絶対に受かるという決意をもって、１問１問真剣に取り組んでくださ

い。授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（春期）(試験の概要・傾向等) 

【人体の構造と機能及び疾病①】【心理学理論と心理的

支援①】 

事前学習 ３年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度①】【保健

医療サービス①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 
【権利擁護と成年後見制度①】【社会理論と社会システ

ム①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第４回 【現代社会と福祉①】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 【福祉行財政と福祉計画①】【社会保障①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度①】【精神疾患

とその治療①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【精神保健の課題と支援①】【精神保健福祉相談援助の

基盤①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開①】 
事前学習 ここまで授業で取り上げた共通科目の総復習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 



 

 

第９回 
【精神保健福祉に関する制度とサービス②】【精神障害

者の生活支援システム①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 
【人体の構造と機能及び疾病②】【心理学理論と心理的

支援②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度②】【保健

医療サービス②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 
【権利擁護と成年後見制度②】【社会理論と社会システ

ム②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【現代社会と福祉②】【地域福祉の理論と方法③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１４回 
【地域福祉の理論と方法④】【福祉行財政と福祉計画

②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１５回 
【社会保障②】【低所得者に対する支援と生活保護制度

②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１６回 【共通科目復習模試】【精神疾患とその治療②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１７回 【精神疾患とその治療③】【精神保健の課題と支援②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１８回 
【精神保健福祉相談援助の基盤②】【精神保健福祉の理

論と相談援助の展開③】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１９回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開④】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２０回 【精神保健福祉に関する制度とサービス②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２１回 
【精神障害者の生活支援システム②】【専門科目復習模

試】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２２回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２３回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２４回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２５回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２６回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２７回 総復習 
事前学習 ここまで授業で取り上げた問題を総復習する 

事後学習 ポイントの総復習を行う。 

第２８回 総復習 

事前学習 今まで苦手とした問題をしっかりと見直す 

事後学習 体調を万全な状態にするため睡眠時間を確保 

事後学習 最後まで、合格を信じて本試に臨むこと 

期末試験(実力確認テスト)（共通・専門科目）：第１５回授業終了後の春期期末試験週間に実施 

課題研究

１ 

「基盤」「理論と展開」の事例問題における事例問題文、解説の中で、重要な箇所やポイントとなる一文等をまとめる。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：夏期休講後最初の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を復習する。 

課題研究 

2 

第 21 回の問題をもう一度自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 9 回授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末試験に向けて、再度復習をする。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉論Ⅱ （4単位） 

３．科目番号 
SCMP3129 

PSMP3429 
２．授業担当教員 三野 宏治 

４．授業形態 講義、課題の発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神障害者の支援に関連する制度及び福祉サービスの知識と支援内容、精神障害者の支援において係わる

施設、団体、関連機関等について、更生保護制度と医療観察法について、社会資源の調整・開発に係わる社

会 調査の概要と活用について基礎的な知識の理解とすることを目的とする。 

８．学習目標 

以下について理解し、説明できるようになることを学習目標とする。 

① 精神保健福祉法の意義と内容 

② 精神障害者の福祉制度の概要と福祉サービス 

③ 精神障害者に関連する社会保障制度の概要 

④ 相談援助に係わる組織、団体、関係機関及び専門職や地域住民との協働 

⑤ 更生保護制度の概要と精神障害者福祉との関係 

⑥ 更生保護制度における関係機関や団体との連携 

⑦ 医療観察法の概要  

⑧ 医療観察法における精神保健福祉士の専門性と役割 

⑨ 社会資源の調整・開発に係わる社会調査の意義、目的、倫理、方法及び活用 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

割り当てられた範囲について調査及びディスカッションを行い、レポート等を作成・提出及び発表をする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編『精神保健福祉士養成セミナー 第 6巻-第 6版 精神保健福祉の制

度・サービスと生活支援システム』 へるす出版 を引き続き使用する。 

【参考書】 

次年度からテキストとする 福祉臨床シリーズ編集委員会 編『精神保健福祉士シリーズ 7 精神保健福祉に

関する制度とサービス <第 3版>』 弘文堂 を参考書とする。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

精神障害者の支援に関連する制度及び福祉サービスの知識と支援内容、精神障害者の支援において係わる

施設、団体、関連機関等について、更生保護制度と医療観察法について、社会資源の調整・開発に係わる社

会 調査の概要と活用などについての、基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題提出・発表、期末試験を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題提出・発表     総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

初回授業で受講ルールの詳細を説明する。したがって受講希望者は必ず第 1回の授業に出席すること。 

精神保健福祉論Ⅰに続く講義であり、受講生諸君が「精神障害がある人たちへの支援が如何にあるべきか」

という課題について考察を深めることを期待する。 

13．オフィスアワー 授業の中で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1・2回 

オリエンテーション（授業概要につ

いて） 

社会制度と精神保健福祉 

事前学習 
シラバス、教科書の通読 

教科書を通読し、疑問点をあげるについて調べる。 

事後学習 教科書通読後の疑問点についての理解を深める。 

第 3・4回 
精神保健福祉法の変遷と改正－1 

 ・現行法に至るまでの法律の変遷 

事前学習 
教科書 pp.4～11 を読み、精神保健福祉法の改正について調べ

る。 

事後学習 
教科書 pp.4～11 を読み、精神保健福祉法の改正に関する国試

過去問を解いて理解を深める。 

第 5・6回 

精神障害者福祉制度の概要と福祉サ

ービス―1 

 ・障害者基本法と障害者施策 

事前学習 
教科書 pp.33～43を読み、障害者基本法と精神障害者施策のか

かわりについて調べる。 

事後学習 
教科書 pp.33～43を読み、障害者基本法と精神障害者施策に関

する国試過去問を解いて理解を深める。 

第 7・8回 

精神障害者福祉制度の概要と福祉サ

ービス―2 

 ・障害者総合支援法における精神

障害者の福祉サービス 

事前学習 教科書 pp.44～64を読み、障害者総合支援法について調べる。 

事後学習 
教科書 pp.44～64を読み、障害者総合支援法に関する国試過去

問を解いて理解を深める。 

第 9・10回 

 精神保健福祉制度の概要と福祉サ

ービス―3 

 ・精神障害者を対象とした福祉施

策・事業 

事前学習 
教科書 pp.64～83 を読み、精神障害者等を対象とした福祉施

策・事業の実際について調べる。 

事後学習 
教科書 pp.64～83 を読み、精神障害者等を対象とした福祉施

策・事業の実際に関する国試過去問を解いて理解を深める。 



 

 

 

第 11・12回 

 精神障害者に関連する社会保障制

度―1 

 ・医療保険制度 

 ・介護保険制度 

事前学習 
教科書 pp.143～168を読み、医療保険制度、介護保険制度につ

いて調べる。 

事後学習 
教科書 pp.143～168を読み、医療保険制度、介護保険制度に関

する国試過去問を解いて理解を深める。 

第 13・14回 

精神障害者に関連する社会保障制度

―2 

 ・経済的支援に関する意義と内容 

 ・法改正の概要と動向 

事前学習 
教科書 pp.168～185を読み、所得補償の概要を読み、について

調べる 

事後学習 
教科書 pp.168～185を読み、所得補償の概要についての国試過

去問を解いて理解を深める。 

第 15・16回 

 相談援助のサービス提供者－1 

 ・行政組織と民間組織の役割と実  

  際 

 ・福祉サービス提供施設 

  

事前学習 

教科書 pp.96～109を読み、精神保健福祉にかかわる専門職（市

町村、民間組織、インフォーマルな社会資源、精神保健福祉に

かかわる専門職）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.96～109を読み、精神保健福祉にかかわる専門職（市

町村、民間組織、インフォーマルな社会資源、精神保健福祉に

かかわる専門職）に関する国試過去問を解いて理解を深める。 

第 17・18回 

相談援助のサービス提供者－2 

 ・インフォーマルな社会資源 

 ・専門職と地域住民の役割と実際 

 ・相談援助サービス提供者と連携 

と共同 

事前学習 

教科書 pp.96～109を読み、精神保健福祉にかかわる専門職（市

町村、民間組織、インフォーマルな社会資源、精神保健福祉に

かかわる専門職）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.96～109を読み、精神保健福祉にかかわる専門職（市

町村、民間組織、インフォーマルな社会資源、精神保健福祉に

かかわる専門職）に関する国試過去問を解いて理解を深める。 

第 19・20回 更生保護制度について 

事前学習 
教科書 pp.126～141を読み、更生保護の概要と精神保健福祉に

ついて調べる。 

事後学習 
教科書 pp.126～141を読み、更生保護の概要と精神保健福祉に

関する国試過去問を解いて理解を深める。 

第 21・22回 

医療観察法－1 

 ・医療観察法の意義と内容 

 ・社会復帰調整官の役割 

 ・精神保健福祉参与員の役割 

事前学習 教科書 pp.143～153を読み、医療観察法について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.143～153を読み、医療観察法に関する国試過去問を

解いて理解を深める。 

第 23・24回 社会資源に関する社会調査 

事前学習 
教科書 pp.287～314を読み、社会調査の意義、目的、倫理、方

法および活用について調べる 

事後学習 
教科書 pp.287～314を読み、社会調査の意義、目的、倫理、方

法および活用に関する国試過去問を解いて理解を深める。 

第 25・26回 まとめ 

事前学習 
これまでの学習内容について配布資料やノート等を見直し、理

解不足な点がないか調べる。 

事後学習 
これまでの学習内容について配布資料やノート等を見直し、理

解不足な点がないか調べる。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 4回の講義内容を踏まえて、「1965年の精神衛生法改正の経緯と改正の内容」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1440字程度） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 18回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 2回～第 4回の講義内容を踏まえて、「1987年の精神衛生法改正の経緯と改正の内容」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1440字程度） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 18回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究３ 

課題研究テーマ：第 21 回～第 22 回の講義内容を踏まえて、「医療観察法の処遇決定までの経緯」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1440字程度） 

実施時期：第 22回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究４ 

課題研究テーマ：第 21 回～第 22 回の講義内容を踏まえて、「医療観察法におけると各専門職者の役割」についてレ

ポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1440字程度） 

実施時期：第 22回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26回授業終了後に教室で行う。 

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



 

 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生物学 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1343 

GELA1322 
２．授業担当教員 成田 成 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本授業では、①地球上に初めて誕生した生物はどのような生命体であったのか、②生物はどのように進化

してきたのか、③現存する生物は環境に対してどのように適応しているのか、④生物の構成単位である細胞

の核には、どのようなものがあるのか、⑤染色体や遺伝子の働きは何か、⑥ホメオスタシス（恒常性）を維

持するために、神経やホルモンはどのように働いているのか、⑦発生はどのように進んでいくのか、⑧炭酸

同化作用の意義はどのようなところにあるのか、⑨細胞の老化は何故起こるのか、⑩老化を抑制して健康的

に長生きするためにはどうすればよいのかなどについて、資料やワークシートを用い、ディスカッションや

発表などを取り入れながら、双方向対話型の授業を行っていく。 

８．学習目標 

 本講義では、①生物の体内の仕組みや働きに興味や関心を持つこと、②生物学的な知識を幅広く持てるよ

うになること、③命の大切さを十分に理解できるようになること、を学習目標としている。また、これらの

学習目標の達成が、保育、教育、福祉、心理などの専門科目への橋渡しにすることを達成目標とし、本講義

で学んだことを社会へ出てからも様々な分野で応用できるようになることを究極の目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：本授業に参加して興味を持ったことについて、自分でテーマを決めて、1,000字程度で 
論述してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】東京福祉大学編『社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①生物の体内の仕組みや働きに興味や関心を持つことができたか 

②生物学的な知識を幅広く身に付けられたか、③命の大切さを十分に理解できたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、

早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、生物に関心を持っていただきたい。また、地球上に誕生した緑色植物の存在意義が大き
いことや、我々が引き起こした人工的な環境破壊によって、地球の環境が多くの生物にとって危機的状況に
なっていることを理解してほしい。さらには、細胞の老化に関する知識を超高齢社会で応用できるようにな
っていただければ幸いである。 

13．オフィスアワー 
時間：オリエンテーションで連絡 
場所：伊勢崎キャンパス４号館１階 120研究室 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
（授業の進め方、心得など） 
生命の誕生 
（地球上に誕生した最初の生命体） 

事前学習 生命の誕生について予習してくる。 

事後学習 
生命がどのように誕生したのかについてま

とめる。 

第２回 
生物の進化 
（生物はどのように進化してきたのか） 

事前学習 
生物の進化について、自分なりの考えを持っ
て参加すること。 

事後学習 
学習参考例やワークシートをもとに、要点を

復習する。 

第３回 
細胞の核 
（さまざまな細胞の核とその役割） 

事前学習 細胞の核とは何かを予習してくる。 

事後学習 
細胞の種類によって、核の数や形に違いがあ

ることを確認する。 

第４回 
染色体と遺伝子 
（両者の違いと働き） 

事前学習 
細胞の染色体および遺伝子について調べて
くる。 

事後学習 
細胞の核、染色体、遺伝子の関係について再

確認する。 

第５回 
神経の働き 
（交感神経と副交感神経） 

事前学習 交感神経と副交感神経について調べてくる。 

事後学習 
両者がどのような時に働くのかについて、ま

とめてみる。 

第６回 
ホルモンの働き 
（体温調節や血糖値の調節） 

事前学習 ホルモンとは何かについて調べてくる。 

事後学習 
ホルモンが体温や血糖値を調節する具体例

をまとめてみる。 

第７回 
発生 
（受精から個体が完成するまで） 

事前学習 発生とは何かについて調べてくる。 

事後学習 
発生について、学習参考例をもとにまとめて

みる。 

第８回 
再生 
（従来の再生から再生医療まで） 

事前学習 再生とは何かについて調べてくる。 

事後学習 
再生について、学習参考例をもとにまとめて

みる。 

第９回 
炭酸同化作用 
（光合成と化学合成） 

事前学習 炭酸同化とは何かについて調べてくる。 

事後学習 炭酸同化作用の重要性について再確認する。 

第１０回 顕微鏡観察 事前学習 顕微鏡の使い方と標本の観察の仕方につい



 

 

（顕微鏡の使い方と標本の観察） て調べてくる。 

事後学習 重要なポイントについてまとめておく。 

第１１回 
卵子の老化（卵子も年をとる話） 
生物学の応用（超高齢社会を乗り切るには） 

事前学習 老化とは何かについて調べてくる。 

事後学習 
卵子の老化現象その原因や、老化予防する方

法について理解する。 

第１２回 生命の誕生から死に至るまで 

事前学習 生命の誕生から老化について勉強してくる。 

事後学習 
生命の誕生や死にも遺伝子が関係している

ことを理解する。 

第１３回 
レポート 
（本授業に参加して興味を持ったことについて） 

事前学習 
授業で興味を持ったことについてレポート
の原案を考えておく。 

事後学習 
作成したレポートについて、要点を再確認す

る。 

課題研究

１ 

課題レポート：「生物の環境への適応」について、生物の進化が適応とどのような関係にあるのかを踏まえた上で、1000
字程度のレポート（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 
実施時期：第２回の授業終了後に実施する。 
提出期限：第３回の授業開始時に教員へ課題レポートを提出する。 
事後学習：返却されたレポートについて、添削指導の内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究

２ 

課題レポート：「光合成が生物界にもたらす影響」について、さまざまな具体例を挙げながら、1000 字程度のレポート

（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施時期：第９回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に教員へ提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて、添削指導の内容を確認し、学んだことについて復習する。 
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１．科目名（単位数） 世界史 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1328 

GELA1348 
２．授業担当教員 福島 裕 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

歴史を学ぶということは過去を記憶することのみにとどまるものではない。それを踏まえ、現在をどのよ

うに生き、さらに未来をどう構築していくのかについて主体的に考えることである。つまり、現存の社会、

経済、政治制度、文化、思想、技術などがどのように形成されてきたのか、それを今後どのようにしていく

のかについて、総体的に捉えることが必要である。各地域の歴史、文化、民族などは共通する部分もあるが、

基本的にはそれぞれが異質な存在であるととらえた方がそれらに対し真摯である。世界史の授業では、様々

な地域の歴史を学ぶことを通して、各地域の文化や民族の特質を理解し、多文化共生社会の実現に向けて必

要となる知識や教養を身に付けることを目的とし、 

受講生の興味・関心のある課題を取り入れながら授業を進めていくことにしたい。 

８．学習目標 

大きな目標は４点である。 

１ 平和を維持するため、戦争を起こさないための強い気持と行動力を形成し、実践に活かすことができ

る。 

２ 現代にいたる歴史の概要を理解し、説明することができる。 

３ それぞれの地域、文化、民族の特質を理解し、説明することができる。 

４ 多文化が共生するためには相互理解が必要であることを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各時間の事前学習の報告を行うとともに、後半の授業では国際情勢と日本の課題について、資料（プレゼン

等）もとに発表し合う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】「教養としての世界史の読み方」 PHP研究所 

【参考書】「詳説 世界史研究」山川出版社  「新もういちど読む山川世界史 山川出版社  

11．成績評価の規準と

評定の方法 

１．世界史に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の５０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針である、学生の思考力・創造力・問題解決能力の育成の目的を達成するため、授業において

は、受講生に次の諸点を守ること。 

1．自ら課題意識を持ち、授業では集中力を保ち意欲的な態度で受講すること。 

2．事前学習、事後学習は怠らないこと。 

3. 課題発表では、問題点を整理しつつわかり易い説明資料（プレゼン等）を準備すること。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション  ホモサピエンスの拡大 

事前学習 
高校の教科書から世界史の学習内容を復習

しておく 

事後学習 
自分の決めた課題に関する資料を集めてお

く 

第２回 古代オリエント世界 ギリシア ローマ 
事前学習 「古代オリエント」の意味を調べておく 

事後学習 研究団体や研究内容についてまとめる 

第３回 海の道 東アジアとヨーロッパ 

事前学習 
海のシルクロード」について調べ、その及ぼ

した影響についてまとめる 

事後学習 
洋の東西を結ぶ海の国際交易路について概

要を調べておく 

第４回 ヨーロッパ列強の海外進出と近代ヨーロッパの成立 

事前学習 
「近世」と「近代」の違いについて調べてお

く 

事後学習 
近代ヨーロッパの世界各国への影響につい

てまとめる 

第５回 欧米の近代国家の発展とナショナリズム 

事前学習 ナショナリズムの分類について調べておく 

事後学習 
様々に分類されるナショナリズムを整理す

る 

第６回 第一次世界大戦と民族主義 
事前学習 

第一次世界大戦の頃の世界の情勢を把握し

ておく 

事後学習 民族主義の影響を整理しておく 

第７回 ファシズム国家の成立と第二次世界大戦 

事前学習 ファシズムが台頭する背景を調べておく 

事後学習 
ファシズムと第二次世界大戦に関わる国々

の関係を整理する 

第８回 米ソ冷戦の構造とアジア・アフリカの自立 事前学習 
戦後のアメリカとソ連の特徴的な働きにつ

いて調べておく 



 

 

事後学習 
植民地主義に対するアジア、アフリカの動

きを整理する 

第９回 高度成長期の日本と国際関係 

事前学習 
高度成長期における日本の姿が世界の目に

どのように映っていたか調べる 

事後学習 
経済成長がもたらした日本の世界への影響

を整理する 

第１０回 

現代の国際情勢と日本の課題（１） 

多文化共生の視点から我が国の課題を考える 

「映像の世紀 ２０世紀の幕開け」 

事前学習 
課題について多文化共生の視点を加えて調

べ、発表用資料を作成する 

事後学習 
発表内容を参考にしながら、自らの発表資

料に生かすようにする 

第１１回 

現代の国際情勢と日本の課題（２） 

多文化共生の視点から我が国の課題を考える 

「映像の世紀 世界は地獄を見た」 

事前学習 
課題について多文化共生の視点を加えて調

べ、発表用資料を作成する 

事後学習 
発表内容を参考にしながら、自らの発表資

料に生かすようにする 

第１２回 

現代の国際情勢と日本の課題（３） 

多文化共生の視点から我が国の課題を考える 

「映像の世紀 核と平和」 

事前学習 
課題について多文化共生の視点を加えて調

べ、発表用資料を作成する 

事後学習 
発表内容を参考にしながら、自らの発表資

料に生かすようにする 

第１３回 

現代の国際情勢と日本の課題（４） 

多文化共生の視点から我が国の課題を考える 

「映像の世紀 JAPAN」 

事前学習 
課題について多文化共生の視点を加えて調

べ、発表用資料を作成する 

事後学習 

学習目標が実現できたか確認するととも

に、これまでの学びをこれからの実践に活

かすことができるようにする 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：教科書第 1章「文明はなぜ大河の畔から発祥したのか」を読み、新たな発見を含めながらレポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（３５文字４０行程度） 

実施時期：第２回の授業後に実施する 

提出期限：第３回の授業開始時に提出する 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第５回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について質問がある場合は、その後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：教科書 P285「すでに第三次世界大戦は始まっている」を読み、感想を含めレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（３５文字４０行程度） 

実施時期：第７回の授業後に実施する 

提出期限：第８回の授業開始時に提出する 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について質問がある場合は、その後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 専門演習 （2単位） 

３．科目番号 EDOT4198 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
３年間履修してきたことを基礎として、選択することが望ましい。 

７．講義概要 授業の概要は、各教員がすでに示している内容による。 

８．学習目標 
最終学年としてこれまでの授業や実習等で学んだことをもとに、各自が理論的あるいは実践的な課題を設定

して担当教員の指導も受けながら自主的、主体的に取り組みその成果をまとめる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 各担当教員による。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 各担当教員の指示による。 

【参考書】 各担当教員の指示による。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 
 各担当教員が示す。 

12．受講生への 

メッセージ 
 最終学年として大学生活を締めくくることを自覚して授業に取り組むこと。 

13．オフィスアワー 各担当教員が設定する。 

14．授業展開及び授業内容 

０１ 手打明敏 

テーマ：学校教育を支える地域の取り組み 

演習内容：「地域に開かれた学校」、「地域とともにある学校」づくりが求められている。本演習では、学校教育を支える地域の取り

組みの現状と課題について事例を通じて検討する。学内での文献の検討と合わせてフィールドワークを実施する予定。 

０２ 安次嶺降幸 

「将棋の教育的意義」から紐解く【現代の子ども達の課題、研究】 

～小学校教師として、子ども達の前に立つために必要な事～教育観を育てる～ 

文部科学省が「伝統文化の教育の充実」を重点事項としたことも手伝い、近年「教育の不易と流行」というキーワードをよく耳に

するようになりました。教育における「流行」とは、時代の流れに沿い、科学技術や国際化に柔軟に対応していく力を付けること、

「不易」とは自国の歴史や伝統を通じて、知・徳・体の調和の取れた子どもを育成していくことです。「教育の不易と流行」とは、

この両方のバランスをうまく考えていくことにあります。それと同時に、今子ども達のなかで将棋が大ブームになっています。それ

は何故か。「不易と流行」と子ども達の現状を探りながら、自分が教師として、子ども達の前に立つ前に積み重ねていかなくてはい

けない【教育観】について考え、それを育てていく演習となります。 

開講曜日・時間（基本：木曜３限を予定）は相談の上、決めます。 

０３ 面川幸子 

養護教諭は、職務の特色や保健室機能を十分生かし、児童生徒の様々な訴えに対して、常に心的な要因や背景を念頭に置いて、心

身の観察、問題の背景分析、解決のための支援、関係者との連携など、心と体の両面への対応を行うことや学校保健活動の推進に当

たって中核的な役割を果たし、現代的な健康課題の解決に向けて重要な責務を担っている。これらの役割をふまえ、救急措置、健康

診断、疾病予防等の保健管理、保健教育、健康相談活動、保健室経営、保健組織活動などがある。また、健康課題の対応にあたり、

コーディネーターの役割もあり、チーム学校においての役割も大きい。このように、養護教諭は、学校におけるすべての教育活動を

通して、児童生徒等の支援を行う専門的な教育職であり、大変重要な仕事である。 

このことから、養護教諭としての教育実践に役立つ、関心のある課題を具体的に各自で設定し、研究構想を立てて、関係論文や書

籍等を文献研究し、考察をまとめ、発表する。また、場面等を含めた実践を取り入れる場合もあるので、発表を通して、ディスカッ

ション行い、養護教諭像を深めていく。なお、受講者は、養護教諭免許取得予定者であることが望ましい。 

０４ 加藤敏明 

「理科の教材研究」と「調査研究」 

現在、環境問題・温暖化対策・原子力発電等が地球規模で騒がれています。このことについて、身近なところから課題を見付け、理

科の教材研究の仕方を追究していきます。また、教職に就いたときに役立つ指導法の研究を行い、理科教育の指導技術の向上を図り

ます。 

本ゼミは、年間を通して調査研究を行い、科学的なデータを蓄積し課題解決を行っていきます。最後に、１年間の活動の成果を冊子

にまとめます。 

０５ 古俣龍一 

一般に体育の授業というと体を動かすことが中心になりますが、時には身体運動学や運動生理学あるいは発育発達学的視点などか

ら「体育」という正体を追究していくことも重要なことです。本演習はそのような分野にも目を向けながら授業を進めていきます。

なお、本演習は、上記の授業内容から基本的に通年で行います。受講を希望する人はそのつもりで御願いします。備考（開講曜日は

金曜日以外を予定しています。授業内容に関して質問のある人は面談に応じます。） 



 

 

 

０６ 澤田晋一 

暑熱環境と健康に関する調査研究 

近年の地球温暖化の進行は夏季に猛暑日を頻発させ、職場、地域、家庭のみならず、学校やスポーツ現場等においても熱中症のリス

クを増大させている。本演習では、熱中症予防のための対策技術と理論を､暑熱環境（ストレス）と暑熱負担（ストレイン）の評価、

暑熱低減手法、熱中症リスク修飾要因としての生活行動・生活習慣・健康状態等の観点から、多角的に実験あるいは文献調査を通し

て習得する。得られた知見を踏まえて、猛暑環境においても安全に健康に生活するための今後の健康教育のあり方と課題を考察する。

演習課題のキーワードとして、暑熱ストレス指標（WBGT,PHS,UTCI）、暑熱ストレイン指標の非侵襲モニタリング、暑熱耐性の個人差

とハイリスクグループ、防暑冷却手法と装置、水分等の飲料摂取、東京オリンピック・パラリンピック等があるが、具体的な調査研

究内容と進め方は、相談の上決める。 

０７ 志手和行 

この授業のテーマは、「英語コミュニケーション能力」である。２０２０年度から全面実施となる「外国語活動」（小学校中学年）

と「外国語」（小学校高学年）を合わせると小・中・高等学校の１０年間で「英語を使える」人材を養うこととなる。本演習ではこ

れを踏まえ、英語コミュニケーションの場を実際に設け、実践しながら当能力の理論的な基礎事項を取り扱う。併せて、コミュニケ

ーション能力養成のための教材作成にも繋がるようしていく。英語を「学ぶ」「教える」双方の立場でこの能力を捉えられるように

し、英語教育現場で実際に活用できるよう目指す。また、希望があれば、大学祭（１０月か１１月開催）の学内企画の一つとして英

語コミュニケーション活動を地域の子ども達向けに行うようにする。 

０８ 柴田隆史 

 本演習では、ＩＣＴ(Information and Communication Technology)やマルチメディアを活用した新しい教育方法や教材について考

え、実際に教育コンテンツを制作したり、教育システムを試作したりします。情報処理やコンピュータ、先端的なディスプレイや映

像メディアなどに強い興味を持っていることが望ましいですが、自分が得意とする教科の教育にデジタル教材を活用したい、新しい

教育方法について考えたい、などという積極的な意志を持っている学生を歓迎します。 

また、受け身の姿勢ではなく、考えることを重要視して主体的に課題テーマに取り組んでもらいます。履修を希望する学生は、本演

習に関わる自分の興味や考えをまとめ、希望調査に回答する前に柴田までメールしてください。 

（tashibat@ed.tokyo-fukushi.ac.jp）。 

０９ 下出美智子 

 音楽に関する調査・研究を行います。具体的には、①群馬の郷土芸能、特に人形芝居座（からくり人形等）を訪問し、郷土芸能へ

の理解を深め、継承への取り組みについて考える。また、人形座と共同研究を行う。郷土芸能に関心のある人は担当（下出）に事前

に声を掛けて下さい。②自分でテーマを決め（音楽教育、芸術音楽、ポピュラー音楽等）調査・研究を行う。 

１０ 沼澤清一 

 「授業」は、児童の実態に合わせて教師の教材研究のもとに行われます。ところが、同じように教材研究を行っても、同じ授業に

ならないところに奥深さがあります。本演習では、「小学校での授業（主に、社会・算数・国語）」の実際をもとに教材研究の仕方、

教材の捉え方、指導方法等について具体的に追究していきたいと思います。そのため、本演習は、小学校教諭を目指し全力で取り組

む学生を主とします。希望される方は、事前にお話をして確認したいと思いますので、研究室まで来てください。 

１１ 深沢和彦 

 本演習のテーマは「学級集団づくり・学級経営」です。日本の学校教育は、学級集団を基礎単位として教育活動が展開されるため、

教育成果は学級状態の良し悪しによって大きく左右されます。最初に、・あらゆる教育活動のペースとなる学級集団づくり・学級経

営について、QU による集団育成の理論を中心に学びます。演習では、各自が設定した学級経営のテーマに沿って文研研究を中心に

研究を進め、さらに教育実習や学校ボランティアでの参与観察やインタビューなどの記録から得られたデータを加えて考察し、発表

資料としてまとめます。メンバー同士の発表を基に、意見を交換し合いながら、学校現場での具体的な教育活動の展開を考えていま

す。（通年で１５回の授業を予定しています。） 

１２ 藤原寿幸 

「学級づくり」「学級目標の作成と効果的な運用」 

この授業のテーマは「学級づくり」です。新しい学習指導要領でも「学級経営の充実」が強調されています。小学校教員は子どもた

ちと一日中一緒に過ごします。親和的な学級集団、自治的学級集団について考え、その実現のために必要なことを考えたり、学んだ

り、実践したりします。また、学級経営の理論や学級集団アセスメント（QU や学級力向上プロジェクト）についても紹介し、理論

と実践を往還させながら活動を進めます。開講曜日・時間は相談の上決定します。 

１３ 八重樫節子 

 近年、少子化による社会環境や生活環境の急激な変化に伴い、子どもの心身にも大きな影響を与えています。８０５０問題も大き

な社会問題として捉えていかなければならない中、児童生徒の心身の健康を重視する専門家である養護教諭の果たす役割は非常に大

きいと言えます。 

本演習は、養護教諭の基礎・基本となる知識・技術を再確認し、来年度実施する養護実習及び採用試験に向けしっかりとした資質

を身に付けるための授業です。具体的には、演習や実技も含め自ら実践的に学びを深めていく授業です。 

養護教諭を目指す人のための専門的な内容が中心となるため、養護教諭免許取得者のみの受講となります。 



 

 

１４ 柳本雄次 

 特別支援教育は今日、障害のある児童生徒に対する特別な場における専門的教育から、特別なニーズに対する通常の学校・学級を

含めたインクルーシブ教育システムの構築を目指し変化しています。こうした中で特別支援教育も、教育学・心理学・社会学等の理

論的な研究から、教育現場における実践的な研究までその課題や方法は多様化しています。特別支援教育に関心を持ち、自らの研究

課題に主体的に取り組む学生を歓迎します。希望があれば教採対策や関係機関（学校・施設）の見学等も予定しています。 

１５ 山本静雄 

 この演習では、私達を取り巻く身近な環境で起こり得る「病原微生物の感染・動植物に起因する事故（傷害）・アレルギーなど」

の実態を把握した上で、それらの予防対策について考察する。教員として、児童生徒の衛生・安全管理の仕事を遂行する上で不可欠

な幅広い知識を修得することを目的とした授業をおこなう。受講者各自が関心のある項目を選択し、それについて学習し、考察を加

える。開講曜日・時間は相談の上で決めたい。 

１６ ロペス・ルイス・ミゲル 

 まず、テーマの種類は、次の A か B のどちらかを選択してもらう。授業形態はセミナーである。 

A）ネット上は、ネットワーク技術とデータベース技術を組み合わせて構成されたサービスが多く存在している。たとえば、BBS、

チャットサイト、ミニブログ（例：Twitter）、動画共有サイト（例：Youtube）、IP 電話アプリ、ゲーム等はその例である。上記の

ようなサービスの仕組み、または利用状況、または社会的影響などについて、興味あるテーマを選択し、調査してまとめる。 

B)Java 等のプログラム言語を使って、通常 PC や Android 等で動く簡単なアプリケーションを開発する（ただし、選択 B は事実

上、十分なプログラミングの知識が必要なので、プロジェクトは相談の上、決定したい）。面接を行うので、本科目を選択したい学

生はオフィスアワーを確認の上、研究室に来て下さい。メールでの相談は lopez@ed.tokyo-fukushi.ac.jp へ 

 



 

 

１．科目名（単位数） 総合的な学習の時間の指導法（初等）（2単位） 

３．科目番号 

SJMP2216 

EDTE2311 

EDTS2311 ２．授業担当教員 沼澤 清一 

４．授業形態 講義、演習、討議 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

「総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、
実社会・実生活の課題をよりよく解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成を目指す」

学習であることを理解し、児童に指導できるようにするための探究学習に関する基礎的な知識・技能を身
に付けるとともに、学校において編成する指導計画や指導方法のあり方、考え方を習得し、実践できる資
質･能力を身に付けるようにする。 

８．学習目標 

1. 総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解する。 
2. 総合的な学習の時間の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎的な能力を身に

付ける。 
3. 総合的な学習の時間の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

【課題レポート】 

・次の①と②を課題レポートとする。 

① 第5回の講義までに学んだ内容に関するレポート（具体的課題については授業内に示す） 

② 指導計画・学習計画（模擬授業発表後） 

・ 振り返りシート 毎回の講義終了後、講義によって何が解決され、何が解決されなかったのか、ま

た、自分自身はどのような考えを持ったのかなどについてまとめ、講義終了の３日後までに提出する。  

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 
文部科学省『学習指導要領解説編 総合的な学習の時間』東洋館出版 
【参考書】 

文部科学省「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」教育出版社 
【参考資料】 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 
総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方、指導計画作成の考え方 
指導と評価の考え方などについて、説明できるとともに、実践上の留意点を身に付ける。 

○評定の方法 
各時間の学習記録･レポート ５０％、授業に臨む態度（発言･発表）３０％、日常の学習状況（出席・提
出物）２０％  

12．受講生への 

メッセージ 

 総合的な学習の時間は、新学習指導要領の意図が大きく反映されています。これからの子供たちを育て

ていく核となる存在です。授業づくりについて、新しい視点をもって学んでいきましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテェーション 
・総合的な学習の時間の学習経験を基に、
学習からどのようなことを学び、身に付け
たのか，相互に発表し合い、総合的な学習
の時間の指導における、教員の役割を考え
る。 

事前学習 
シラバスを読んでおく。過去の｢総合的な学習の時間｣の
学習経験を思い出す。 

事後学習 
総合的な学習の時間の指導における教員の役割をまとめ
る。 

第２回 

総合的な学習の時間の意義 
・前時で考えた教員の役割が、総合的な学
習の時間の目的に照らして望ましいもの
になっているか，資料を調べ、グル―プで
話し合い、発表し合う。 

事前学習 今、求められる力について、参考書を基に考えてくる。 

事後学習 

総合的な学習の時間の指導で、実社会・実生活の課題をよ
りよく解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能
力の育成を目指す学習にすることについて、考えをまと
める。 

第３回 

総合的な学習の時間の目標 
・総合的な学習の時間の意義を実現する
ために、どのような資質・能力を育成すれ
ば良いのかについて、資料を調べ、グルー
プで話し合い、考えを発表し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働かせ、
横断的・総合的な学習を行う学習であることを、参考書を
読み、まとめる。 

第４回 

教育課程において果たす役割 
・各教科で身に付けた力を活用して、実社
会・実生活の課題を探究する汎用的な資
質･能力を育てる学習として位置付いてい
るか、資料を基に調べ、どのように学習を
進めればよいのか話し合い、発表し合う。 

事前学習 
各教科で身に付ける見方・考え方と総合的な時間で身に
付ける資質・能力について、学習指導要領を基に調べてお
く。 

事後学習 
各教科で身に付けた力を活用して、実社会・実生活の課題
を探究する汎用的な資質・能力を育てる学習であること
まとめる。 

第５回 

総合的な学習の時間で育てる資質・能力 
・総合的な学習の時間は、実生活や実社会
の課題を児童の探究能力に合わせ、課題解
決を図る学習であることを調べ、探究の学
習過程を身に付けさせるための能力や方
策について考え合い、発表する。 

事前学習 
各教科を越えて必要となる基礎的な能力とは何かについ 
て教科書を読んでおく。 

事後学習 
探究過程で、必要な興味関心、学習意欲、追究の方法など
について、学習結果を基にまとめる。 

第６回 

各学校が定める総合的な学習の探究課題 
・各学校の教育課程の目標を達成するた
めに、どのように探究課題を設定したら
良いかについて、授業実践記録をもとに
考察し、グループで話し合い、発表する。 

事前学習 
学校で総合的な学習の目標や内容を定める際の考え方に 
ついて、教科書を読んでおく。 

事後学習 
カリキュラム・マネジメントの考え方を復習し、課題設定
の仕方について話し合われたことについて整理してお
く。 



 

 

第７回 

各学校で定める学習内容・探究課題 
・探究課題の連続性とその深化を重視し
た授業構成のあり方について、授業実践
記録をもとに考察し、グループで話し合
い、発表する。 

事前学習 
総合的な学習としてふさわしい内容について、教科書で
扱われている内容について読んでおく。 

事後学習 
内容を定める条件を整理するとともに、学習対象となる
内容について教科書や話し合いを基に，まとめる。 

第８回 

総合的な学習の時間の指導視点 
・グラフをもとにした資料活用力など他
教科で身に付けた能力をもとに課題を
導き出し、生活の場をもとに解決してい
く学び方について、授業実践記録をもと
に考察し、グループで話し合い、発表す
る。 

事前学習 
総合的な学習の時間の学習指導について、教科書を読ん 
でおく。 

事後学習 
各教科で身に付けた力を活用して、実社会・実生活の課題
を探究する汎用的な資質・能力を育てる学習であること
をふり返り、まとめる。 

第９回 

総合的な学習の時間の学びについて 
・総合的な学習の時間において、主体的・
対話的で深い学びになるようにするに
はどういう学びを導けば良いかについ
て、授業実践記録をもとに考察し、グル
ープで話し合い、発表する。 

事前学習 
総合的な学習の時間の学習指導について、教科書を読ん
でおく。 

事後学習 
総合的な学習の時間の学習指導に必要な条件を整理し、
主体的・対話的で深い学びにするための話し合いの結果
をまとめる。 

第１０回 

総合的な学習の指導計画の作成 
・総合的な学習の目標・内容を想起させ、
内容ごとにグループをつくり、課題追究
のための指導計画を協働で作成する。 

事前学習 
指導計画作成に向けて、参考書をよんで、学習対象を探し
ておく。 

事後学習 
自分のグループで追究しようとしている課題についてま
とめておく。 

第１１回 

総合的な学習の時間の学習計画の作成 
・グループのメンバーが考えてきた指導
内容について話し合い、学習展開ができ
るまでに高め，指導案に構成する。 

事前学習 
自分のグループで決めた内容を児童に追究させるため
の、教材や教具など、学習過程の組み立てを行っておく。 

事後学習 
話し合いでまとまった指導の仕方について各自まとめさ
せる。 

第１２回 

指導計画の発表と模擬授業 
・各グループで作成した指導計画を発表
すると同時に、児童に投げかける課題に
ついて模擬授業を行う。 

事前学習 
グループの指導計画について、全体の場で発表できるよ
うに資料作成を行う。 

事後学習 各グループの指導計画について、整理する。 

第１３回 

指導計画に見る具体事例について 
・各グループで作成した指導計画を発表
すると同時に、児童に投げかける課題に
ついて模擬授業を行う。 

・各グループが提案した事例を基に、指導
計画作成の課題を話し合う。 

事前学習 具体事例の取扱について、各人評価しておく。 

事後学習 
主体的・対話的で深い学びを実現するような計画の作成
であったかについてまとめを行う。 

事後学習 
「総合的な学習の時間」の学習を通して、学んだこととこ
れからの課題についてレポートを書く。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：教科書から学習の成果の取り上げ方をしらべ、目標に準拠した評価規準をもとに個別の児童の評価を

行い、所見形式でカードにまとめなさい。 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業で発表し、添削指導・質疑応答・意見交換を行い、その後提出する。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：本講義を目標･内容の設定、探究活動のポイントなど、視点ごとに振り返り、この学習のまとめを行

いなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1000字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け適宜指導する。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 総合的な学習の時間の指導法（中等）（2 単位） 

３．科目番号 

SPMP2465 

SNMP2465 

SCMP2465 

SBMP2465 

SPMP2465 

EDTS231 

SSMP2465 

２．授業担当教員 土屋 修  

４．授業形態 講義・グループ協議・発表・レポート作成など ５．開講学期 春期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

「総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、実

社会・実生活の課題をよりよく解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成を目指す」学習
であることを理解し、生徒に指導できるようにするための探究学習に関する基礎的な知識・技能を身に付け
るとともに、学校において編成する指導計画や指導方法のあり方、考え方を習得し、実践できる資質･能力を

身に付けるようにする。 

８．学習目標 

1. 総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解する。 

2. 総合的な学習の時間の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎的な能力を身に付け
る。 

3. 総合的な学習の時間の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント】 

・自分が小学校及び中学校時代に受けてきた「総合的な学習の時間」について、その内容や印象に残ってい

ることについてまとめておく。 

【レポート課題】 

・各時間の学習記録とは、授業中に記録したノートである。第１４回授業終了後に提出する。 

・レポートとは、授業中に発表した各自作成の資料である。発表の割り当ては、オリエンテーションで行う。 

・演習課題とは、模擬「総合的な学習の時間」で発表する年間の指導計画と単元の指導計画である。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総則編』東山書房 

文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総合的な学習の時間編』東山書房 

【参考書】 

文部科学省『（中学校編）今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開』平成 22 年 教育図書 

文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）』東山書房 

文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月）東山書房 

講義の中で、適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方、指導計画作成の考え方 

指導と評価の考え方などについて、説明できるとともに、実践上の留意点を身に付ける。 

○評定の方法 

各時間の学習記録･レポート ５０％、授業に臨む態度（発言･発表）３０％  演習課題 ２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・よりよい「総合的な学習の時間」の在り方を考えるには、総合的な学習の時間が創設された社会的背景を

正しく踏まえる必要がある。そして今後、日本の教育がどのように進むべきかについては、これまで辿って

きた道、すなわち学習指導要領の変遷をしっかり振り返るところから考え始めるべきである。 

・自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成が目標である「総合的な学習の時間」の指導法を考え

るには、まずは学生自身が講義やグループ協議等に対して意欲的に取り組むことが重要であり、それを期待

する。  

13．オフィスアワー 初回授業で周知する。  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（授業の進め方及び発表割当と班編制など） 

事前学習 

自分が小学校及び中学校時代に受けてきた

「総合的な学習の時間」について、その内容

や印象に残っていることについてまとめて

おく。 

事後学習 
授業を振り返り、「総合的な学習の時間」に

ついて、学ぶべき内容をまとめる。 

第２回 
自分が小学校及び中学校時代に受けてきた「総合的な学

習の時間」の発表 

事前学習 

自分が小学校及び中学校時代に受けてきた

「総合的な学習の時間」について、発表の準

備をする。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、様々な

「総合的な学習の時間」について、まとめる。 

第３回 

「総合的な学習の時間」創設の背景⑴ 

学習指導要領の変遷 

（戦後～「昭和 43―45年改訂」） 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 

授業で取り扱った内容を振り返り、「総合的

な学習の時間」創設の背景⑴についてまとめ

る。 

第４回 

「総合的な学習の時間」創設の背景⑵ 

学習指導要領の変遷 

（「昭和 52―53年改訂」～「平成 10―11年改訂」） 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、「総合的

な学習の時間」創設の背景⑵についてまとめ



 

 

る。 

第５回 

「総合的な学習の時間」創設の背景⑶ 

学習指導要領の変遷 

（「平成 15年一部改訂」～現在） 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 

授業で取り扱った内容を振り返り、「総合的

な学習の時間」創設の背景⑶についてまとめ

る。 

第６回 
「総合的な学習の時間」の目標と各学校において定める

目標及び内容 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 

授業で取り扱った内容を振り返り、「総合的

な学習の時間」の目標と各学校において定め

る目標及び内容についてまとめる。 

第７回 
「総合的な学習の時間」の指導計画の作成と内容の取扱

い 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 

授業で取り扱った内容を振り返り、「総合的

な学習の時間」の指導計画の作成と内容の取

扱いについてまとめる。 

第８回 「総合的な学習の時間」の学習指導 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 

授業で取り扱った内容を振り返り、「総合的

な学習の時間」の学習指導についてまとめ

る。 

第９回 「総合的な学習の時間」の評価 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、「総合的

な学習の時間」の評価についてまとめる。 

第１０回 
模擬「総合的な学習の時間」の年間指導計画、単元の指

導計画の作成① 

事前学習 

これまでの注意点や留意点を踏まえ、先進校

の実践を参考にして、模擬「総合的な学習の

時間」の準備を行う。 

事後学習 
作成を振り返り、より充実した模擬「総合的

な学習の時間」の準備をする。 

第１１回 
模擬「総合的な学習の時間」の年間指導計画、単元の指

導計画の作成② 

事前学習 

これまでの注意点や留意点を踏まえ、先進校

の実践を参考にして、模擬「総合的な学習の

時間」の準備を行う。 

事後学習 
作成を振り返り、より充実した模擬「総合的

な学習の時間」の準備をする。 

第１２回 模擬「総合的な学習の時間」の発表会① 

事前学習 
これまで学習してきたことも踏まえ、発表に

向けた準備を行う。 

事後学習 

発表会を振り返り、いいとこみつけをする。

そして、それを自分たちに取り入れることが

できないか考える。 

第１３回 模擬「総合的な学習の時間」の発表会② 

事前学習 
これまで学習してきたことを踏まえ、発表に

向けた準備を行う。 

事後学習 

発表会を振り返り、いいとこみつけをする。

そして、それを自分たちに取り入れることが

できないか考える。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第３回～第７回の講義内容を踏まえて、「総合的な学習の時間」の目標と内容、指導計画の作成につ

いてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000字程度） 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第１０回～第１１回の講義内容を踏まえて、「総合的な学習の時間」の年間指導計画、単元の指導計

画の作成についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000字程度） 

実施時期：第１１回の授業後に実施する。 

提出期限：第１２回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１３回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合にはその後も研究室で随時受け付け適宜指導する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワークⅠ （4単位） 

３．科目番号 SSMP2155 

２．授業担当教員 田代 幹康 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
社会福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、歴史、理念、権利擁護の実際、相談援助に係る専門職

の概念と範囲及び倫理、ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義について学
ぶとともに、実践現場で活用するためのソーシャルワークの方法・技術を身に付ける。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 
・社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理解 
し説明できる。 

・相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 
・相談援助の理念について理解し、説明できる。 
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

・相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 
・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 

「社会福祉士の倫理綱領および行動規範を学び、ソーシャルワーク実践においてなぜ倫理綱領を遵守するこ

とが大切なのかを考察せよ」。レポートの作成方法・構成等の詳細については授業にて説明する。 

また、各章・節終了時に授業の内容に関する確認テストを行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座６ 相談援助の基盤と専門職』第 3 版 中央法規
出版,2015年 
【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.受講態度・参加姿勢 40％（全授業の 3/4以上の出席が必要）遅刻（10分程度迄）は 3回で 1回休みと 

なる。 

2.筆記試験とレポート試験を行う。60％ 

○評定の方法 

1.社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理 

解し、説明できる。 

2.相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

3.相談援助の理念について理解し、説明できる。 

4.相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

5.相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

6.総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講生

は上記の目的のため、下記の事を守ることが期待されている。 

1.授業中はつねに集中力を保って受講すること。積極的態度で授業に参加することが期待されている。 

2.授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチを切っておくこと。 

3.授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由    

を必ず教師に書面をもって報告すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（シラバス、講義概要、試験・レポートについての説

明、グループ分け等） 

事前学習 
シラバスを持参する。事前に講義概要、シラ

バスについて目を通しておく。 

事後学習 
ソーシャルワークⅠのねらいについて講義

用ノートにまとめる。 

第２回 
グループにて割り振られた部分についての話し合い・発

表準備 

事前学習 
発表日や打ち合わせ日についてのスケジュ

ールを調整しておく。 

事後学習 

講義、試験日、レポート提出日等について各

自のスケジュール帳につける。発表レジメを

教員に提出する日を確認する。 

第３回 

「社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義」① 

(ソーシャルワーカーの仕事、法律、社会福祉士の専門

性、精神保健福祉士の専門性) 

事前学習 

社会福祉士、精神保健福祉士とは何か、その

実践内容について調べておくこと。教科書

pp.2～6を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉士、精神保健福祉士の法的位置づけ

についてノートにまとめる。 

 



 

 

第４回 

「相談援助の定義と構成要素」① 

(国際ソーシャルワーカー連盟の定義とその他の主だ

った定義) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し事前に教員に提出する。他の学生に

ついては教科書 pp.20～28 を読んでくるこ

と。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第５回 
「相談援助の定義と構成要素」② 

(クライエントシステムとニーズ) 

事前学習 
IFSWの定義を復習しておく。教科書 pp.29～

33を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第６回 
「相談援助の定義と構成要素」③ 

(ソーシャルワーカーの知識・性質・スキル、社会資源) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.33～41を読んでくるこ

と。 

事後学習 
相談援助の定義と構成要素についての小レ

ポートを作成する。 

第７回 
「相談援助の形成過程」① 

(ソーシャルワークの源流、基礎確立期～1930年代) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.44～59を読んでくるこ

と。 

事後学習 
COS、セツルメント、YMCA の実践についてノ

ートにまとめる。 

第８回 

「相談援助の形成過程」② 

(ソーシャルワークの発展期、1940 年代～1950 年代半

ば) 

事前学習 

ソーシャルワークの前史について復習して

おくこと。教科書 pp.62～68を読んでくるこ

と。 

事後学習 
リッチモンドのケースワーク、社会診断の考

え方について復習し、ノートにまとめる。 

第９回 

「相談援助の形成過程」③ 

(ソーシャルワークの展開期、 

1950年代半ば～1960年代以降) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.69～76を読んでくるこ

と。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１０回 

「相談援助の形成過程」④ 

(ソーシャルワークの統合化と 

ジェネラリスト・ソーシャルワーク) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.77～82を読んでくるこ

と。 

事後学習 
ジェネラリストソーシャルワークとは何か

についてノートにまとめる。 

第１１回 

「相談援助の理念」① 

(ソーシャルワーカーと価値、 

ソーシャルワーク実践と価値) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.84～95を読んでくるこ

と。 

事後学習 
ソーシャルワーカー専門職として身につけ

る価値についてまとめる。 

第１２回 
「相談援助の理念」② 

(ソーシャルワーク実践と権利擁護) 

事前学習 教科書 pp.96～103を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１３回 
「相談援助の理念」③ 

(自立支援、社会的包摂、ノーマラィゼーション)  

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.106～118を読んでくる

こと。 

事後学習 
ノーマラィゼーション、ソーシャルインクル

ージョンについてノートにまとめる。 

第１４回 

「専門職倫理と倫理的ジレンマ」① 

(専門職倫理の概念、日本社会福祉士会倫理綱領及び 

行動規範) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.120～131を読んでくる

こと。 

事後学習 
提示される日本社会福祉士会の倫理綱領・行

動規範に関する事例の課題を行う。 

第１５回 

「専門職倫理と倫理的ジレンマ」② 

(ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマ、 

倫理的ジレンマにおける倫理的判断過程) 

事前学習 教科書 pp.132～140を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１６回 
「総合的かつ包括的な相談援助の全体像」① 

(総合的かつ包括的な相談援助の動向とその背景) 
事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.142～147を読んでくる



 

 

こと。 

事後学習 

社会福祉基礎構造改革がもたらした新たな

援助状況と求められる専門的援助について

ノートにまとめる。 

第１７回 

「総合的かつ包括的な相談援助の全体像」③ 

 (地域を基盤にしたソーシャルワークの八つの機能と

事例) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.153～154を読んでくる

こと。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第１８回 
「総合的かつ包括的な相談援助を支える理論」② 

(システム思考とエコシステム) 

事前学習 

事前にシステム理論、エコロジカル理論につ

いて調べておくこと。教科書 pp.160～163を

読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１９回 
「総合的かつ包括的な相談援助を支える理論」③ 

(ストレングス・パースペクティブ、マルチシステム) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.163～167を読んでくる

こと。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２０回 
「相談援助にかかる専門職の概念と範囲」① 

(相談援助専門職の概念) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.170～177を読んでくる

こと。 

事後学習 
ソーシャルワークになぜ専門性が必要なの

かをノートにまとめる。 

第２１回 
「相談援助にかかる専門職の概念と範囲」② 

(相談援助専門職の範囲、諸外国の動向) 

事前学習 

自分の興味があるソーシャルワークの専門

職について調べておくこと。教科書 pp.178～

188を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２２回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」① 

 (予防機能 事例検討 地域包括支援センターにおけ

る実践) 

事前学習 
孤独死とは何かについて調べておくこと。教

科書 pp.190～200を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２３回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」② 

 (新しいニーズへの対応 事例検討 独立型社会福祉

士の実践、スクールソーシャルワーカーによる総合支

援) 

事前学習 

最近の新しいソーシャルワークの事例につ

いて新聞記事等の資料を探しもってくるこ

と。教科書 pp.201～221を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２４回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」③ 

 (権利擁護機能 事例検討 知的障害者施設における

権利擁護の実践)  

事前学習 

知的障害者の権利侵害に関する事例の資料

を探しもってくること。教科書 pp.222～231

を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２５回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」④ 

 (社会資源開発機能 事例検討 社会福祉協議会によ

る社会資源開発) 

事前学習 

市町村社会福祉協議会の機能と業務につい

て調べておくこと。教科書 pp.232～237を読

んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２６回 
まとめ 

(これまでの講義内容のまとめを行う) 

事前学習 
これまで行われた確認テストのファイルを

もってくること。 

事後学習 

これまで行われた確認テストと教科書を通

じて理解が不十分な部分についてチェック

しノートにまとめること。 

課題研究

１ 

課題: レポート 

課題テーマ: 「社会福祉士制度の内容と業務についてまとめなさい」 

レポート様式: 表紙にテーマ、学生番号、名前を記入する。Wordにて 10.5ポイント、明朝体、縦 36×横 40、800字～

1200字。 

実施時期: 休校期間 

提出時期: 田代担当の最初の授業日 

事後学習、添削指導、質疑応答、意見交換を田代担当の授業日にて行います。 

課題研究

２ 

課題: レポート 

課題テーマ: 「ケースワークとグループワークの内容についてまとめなさい」 

レポート様式: 表紙にテーマ、学生番号、名前を記入する。Wordにて 10.5ポイント、明朝体、縦 36×横 40、800字～



 

 

1200字。 

実施時期: 休校期間 

提出時期: 田代担当の最初の授業日 

事後学習、添削指導、質疑応答、意見交換を田代担当の授業日にて行います。 

課題研究

３ 

課題: レポート 

課題テーマ: 「コミュニティワークの内容・実践例についてまとめなさい」 

レポート様式: 表紙にテーマ、学生番号、名前を記入する。Wordにて 10.5ポイント、明朝体、縦 36×横 40、800字～

1200字。 

実施時期: 休校期間 

提出時期: 田代担当の最初の授業日 

事後学習、添削指導、質疑応答、意見交換を田代担当の授業日にて行います。 

課題研究

４ 

課題: レポート 

課題テーマ: 「ノーマラィゼーションの歴史と 8つの要因についてまとめなさい」 

レポート様式: 表紙にテーマ、学生番号、名前を記入する。Wordにて 10.5ポイント、明朝体、縦 36×横 40、800字～

1200字。 

実施時期: 休校期間 

提出時期: 田代担当の最初の授業日 

事後学習、添削指導、質疑応答、意見交換を田代担当の授業日にて行います。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅠ （4 単位） 

３．科目番号 

SBMP2155 

SNMP2355 

SCMP2355 

SSMP2155 

PSMP2455 

２．授業担当教員 鈴木 雄司 

４．授業形態 講義、グループディスカッション・作業及び発表 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年生以上 

７．講義概要 
社会福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、歴史、理念、権利擁護の実際、相談援助に係る専門職

の概念と範囲及び倫理、ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義について学
ぶとともに、実践現場で活用するためのソーシャルワークの方法・技術を身に付ける。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 
・社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理解 
し説明できる。 

・相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 
・相談援助の理念について理解し、説明できる。 
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

・相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 
・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 

「社会福祉士の倫理綱領および行動規範を学び、ソーシャルワーク実践においてなぜ倫理綱領を遵守するこ

とが大切なのかを考察せよ」。レポートの作成方法・構成等の詳細については授業にて説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座６ 相談援助の基盤と専門職』第 3 版 中央法規
出版,2015 年 
【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.受講態度・参加姿勢 40％（全授業の 3/4 以上の出席が必要）遅刻（10分程度迄）は 3 回で 1 回休みと 

なる。 

2.筆記試験とレポート試験を行う。60％ 

○評定の方法 

1.社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理 

解し、説明できる。 

2.相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

3.相談援助の理念について理解し、説明できる。 

4.相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

5.相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

6.総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講生

は上記の目的のため、下記の事を守ることが期待されている。 

1.授業中はつねに集中力を保って受講すること。積極的態度で授業に参加することが期待されている。 

2.授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチを切っておくこと。 

3.授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由    

を必ず教師に書面をもって報告すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（シラバス、講義概要、試験・レポートについての説

明、グループ分け等） 

事前学習 
シラバスを持参する。事前に講義概要、シラ

バスについて目を通しておく。 

事後学習 
ソーシャルワークⅠのねらいについて講義

用ノートにまとめる。 

第２回 
グループにて割り振られた部分についての話し合い・発

表準備 

事前学習 
発表日や打ち合わせ日についてのスケジュ

ールを調整しておく。 

事後学習 

講義、試験日、レポート提出日等について各

自のスケジュール帳につける。発表レジメを

教員に提出する日を確認する。 

第３回 

「社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義」① 

(ソーシャルワーカーの仕事、法律、社会福祉士の専門

性、精神保健福祉士の専門性) 

事前学習 

社会福祉士、精神保健福祉士とは何か、その

実践内容について調べておくこと。教科書

pp.2～6 を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉士、精神保健福祉士の法的位置づけ

についてノートにまとめる。 

 



 

 

第４回 

「社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義」② 

(現代社会とは、地域での生活、地域や家庭内で起きて

いること) 

事前学習 

最近の地域社会の問題について考え、その内

容についてノートに書き留めておくこと。教

科書 pp.7～12 を読んでくること。 

事後学習 講義の要旨をノートにまとめる。 

第５回 

「社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義」③ 

(人々の人生とソーシャルワーカー、チームアプローチ

の必要性、ソーシャルワーク実践とその基盤となる知

識) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.11～17を読んでくるこ

と。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べノートにまとめる。 

第６回 

「「相談援助の定義と構成要素」① 

(国際ソーシャルワーカー連盟の定義とその他の主だっ

た定義)相談援助の定義と構成要素」② 

(クライエントシステムとニーズ) 

事前学習 
IFSW の定義を復習しておく。教科書 pp.29～

33 を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第７回 
「相談援助の定義と構成要素」③ 

(ソーシャルワーカーの知識・性質・スキル、社会資源) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.33～41を読んでくるこ

と。 

事後学習 
相談援助の定義と構成要素についての小レ

ポートを作成する。 

第８回 
「相談援助の形成過程」① 

(ソーシャルワークの源流、基礎確立期～1930 年代) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.44～59を読んでくるこ

と。 

事後学習 
COS, セツルメント、YMCA の実践についてノ

ートにまとめる。 

第９回 

「相談援助の形成過程」② 

(ソーシャルワークの発展期、1940 年代～1950 年代半

ば) 

事前学習 

ソーシャルワークの前史について復習して

おくこと。教科書 pp.62～68 を読んでくるこ

と。 

事後学習 
リッチモンドのケースワーク、社会診断の考

え方について復習し、ノートにまとめる。 

第１０回 

「相談援助の形成過程」③ 

(ソーシャルワークの展開期、 

1950 年代半ば～1960 年代以降) 「相談援助の形成過程」

④ 

(ソーシャルワークの統合化と 

ジェネラリスト・ソーシャルワーク) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.69～76を読んでくるこ

と。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１１回 

「相談援助の理念」① 

(ソーシャルワーカーと価値、 

ソーシャルワーク実践と価値) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.84～95を読んでくるこ

と。 

事後学習 
ソーシャルワーカー専門職として身につけ

る価値についてまとめる。 

第１２回 
「相談援助の理念」② 

(ソーシャルワーク実践と権利擁護) 

事前学習 教科書 pp.96～103 を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１３回 
「相談援助の理念」③ 

(自立支援、社会的包摂、ノーマラィゼーション)  

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.106～118を読んでくる

こと。 

事後学習 
ノーマラィゼーション、ソーシャルインクル

ージョンについてノートにまとめる。 

第１４回 

「専門職倫理と倫理的ジレンマ」① 

(専門職倫理の概念、日本社会福祉士会倫理綱領及び 

行動規範) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.120～131を読んでくる

こと。 

事後学習 
提示される日本社会福祉士会の倫理綱領・行

動規範に関する事例の課題を行う。 

第１５回 

「専門職倫理と倫理的ジレンマ」② 

(ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマ、 

倫理的ジレンマにおける倫理的判断過程) 

事前学習 教科書 pp.132～140 を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１６回 

「総合的かつ包括的な相談援助の全体像」① 

(総合的かつ包括的な相談援助の動向とその背景)「総合

的かつ包括的な相談援助の全体像」② 

(地域を基盤にしたソーシャルワークの基本的視座) 

事前学習 

社会福祉入門や社会福祉原論で学んだ地域

福祉の部分をよく復習しておくこと。教科書

pp.148～152 を読んでくること。 

事後学習 行なわれた確認テストにおいて学習が不十



 

 

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１７回 

「総合的かつ包括的な相談援助の全体像」③ 

 (地域を基盤にしたソーシャルワークの八つの機能と

事例) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.153～154を読んでくる

こと。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第１８回 

「総合的かつ包括的な相談援助を支える理論」① 

(ケースワーク、グループワーク、コミュニティワーク、 

3 方法の融合とジェネラリストソーシャルワーク) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.156～159を読んでくる

こと。 

事後学習 

ケースワーク、グループワーク、コミュニテ

ィワークとジェネラリストソーシャルワー

クとの関係性についてノートにまとめる。 

第１９回 
「総合的かつ包括的な相談援助を支える理論」② 

(システム思考とエコシステム) 

事前学習 

事前にシステム理論、エコロジカル理論につ

いて調べておくこと。教科書 pp.160～163 を

読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２０回 
「総合的かつ包括的な相談援助を支える理論」③ 

(ストレングス・パースペクティブ、マルチシステム) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.163～167を読んでくる

こと。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２１回 

「相談援助にかかる専門職の概念と範囲」① 

(相談援助専門職の概念)「相談援助にかかる専門職の概

念と範囲」② 

(相談援助専門職の範囲、諸外国の動向) 

事前学習 

自分の興味があるソーシャルワークの専門

職について調べておくこと。教科書 pp.178

～188 を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２２回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」① 

 (予防機能 事例検討 地域包括支援センターにおけ

る実践) 

事前学習 
孤独死とは何かについて調べておくこと。教

科書 pp.190～200 を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２３回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」② 

 (新しいニーズへの対応 事例検討 独立型社会福祉

士の実践、スクールソーシャルワーカーによる総合支

援) 

事前学習 

最近の新しいソーシャルワークの事例につ

いて新聞記事等の資料を探しもってくるこ

と。教科書 pp.201～221 を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２４回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」③ 

 (権利擁護機能 事例検討 知的障害者施設における

権利擁護の実践)  

事前学習 

知的障害者の権利侵害に関する事例の資料

を探しもってくること。教科書 pp.222～231

を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２５回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」④ 

 (社会資源開発機能 事例検討 社会福祉協議会によ

る社会資源開発) 

事前学習 

市町村社会福祉協議会の機能と業務につい

て調べておくこと。教科書 pp.232～237 を読

んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２６回 
まとめ 

(これまでの講義内容のまとめを行う) 

事前学習 
これまで行われた確認テストのファイルを

もってくること。 

事後学習 

これまで行われた確認テストと教科書を通

じて理解が不十分な部分についてチェック

しノートにまとめること。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 5回の講義内容を踏まえて、「社会福祉士の役割について」レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度）  

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回～第 11回の講義内容を踏まえて、「相談援助の形成過程について」レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度）  

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 16 回の授業開始時に提出する。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 13回～第 17 回の講義内容を踏まえて、「相談援助の理念について」レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度）  

実施時期：第 18 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 22 回の授業開始時に提出する。 



 

 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 19 回～第 23 回の講義内容を踏まえて、「総合的かつ包括的な相談援助の全体像について」レポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度）  

実施時期：第 24 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 26 回の授業開始時に提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅡ （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP2156 

SNMP3356 
２．授業担当教員 小金澤 嘉 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理

などを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉

士がソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過

程）についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交

渉といった専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と

方法」に該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

前半期と後半期にそれぞれ1回ずつ（計2回）レポートを課す。レポートの題目及び執筆規定については

授業の中で指示する。 

予習や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的な学習によって理解を確かにすると共に問題解決力

を培うように努めること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3 版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

・8 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 

メッセージ 

ソーシャルワークⅡはこれから社会福祉士・社会福祉の専門職になるために必要な理論や実践技術修

得の基礎となる科目です。そのため、授業への出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート

作成などへの積極的な取組みを望みます。授業の進捗状況・理解度にあわせ、順番等を変更する場合もあ

ります。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業内容と進め方について、第１章 相談援

助とは 

事前学習 教科書の第 1章（pp.1～26）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
ソーシャルワークの目的、構成要素についての要点をまと

める。 

第２回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ① 
事前学習 教科書の第 5章（pp.96～111）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 支援プロセスの全体像についての要点をまとめる。 

第３回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ② 
事前学習 教科書の第 5章（pp.112～121）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 ニーズ・アセスメントについての要点をまとめる。 

第４回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ③ 
事前学習 教科書の第 5章（pp.122～136）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 プランニング・モニタリングについての要点をまとめる。 

第５回 第６章 相談援助の展開過程Ⅱ① 
事前学習 教科書の第 6章（pp.135～145）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 モニタリング・再アセスメントについての要点をまとめる。 

第６回 第６章 相談援助の展開過程Ⅱ② 
事前学習 教科書の第 6章（pp.145～153）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 エバリュエーションについての要点をまとめる。 

第７回 第２章 相談援助の構造と機能① 
事前学習 教科書の第 2章（pp.28～43）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 社会資源・社会生活ニーズについての要点をまとめる。 

第８回 第２章 相談援助の構造と機能② 
事前学習 教科書の第 2章（pp.43～51）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 ソーシャルワークの機能についての要点をまとめる。 

第９回 第３章 人と環境の相互作用① 
事前学習 教科書の第 3章（pp.53～58）を読み、理解を進めておく 

事後学習 人と環境の全体性の関係について要点をまとめる。 

第１０回 第３章 人と環境の相互作用② 

事前学習 教科書の第 3章（pp.58～67）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
ソーシャルワークにとっての相互作用についての要点をま
とめる。 

第１１回 第４章 相談援助における援助関係① 
事前学習 教科書の第 4章（pp.70～76）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 ソーシャルワークの実践領域についての要点をまとめる。 



 

 

第１２回 第４章 相談援助における援助関係② 
事前学習 教科書の第 4章（pp.77～84）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 援助関係と援助構造についての要点をまとめる。 

第１３回 第４章 相談援助における援助関係③ 
事前学習 教科書の第 4章（pp.85～93）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 援助関係と自己覚知の関係についての要点をまとめる。 

第１４回 第７章 相談援助のためのリサーチ技術① 
事前学習 教科書の第 7章（pp.156～160）を読み、理解を進めておく 

事後学習 アウトリーチの意義についての要点をまとめる。 

第１５回 第７章 相談援助のためのリサーチ技術② 
事前学習 教科書の第 7章（pp.161～165）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 アウトリーチの留意点についての要点をまとめる。 

第１６回 第８章 相談援助のための契約の技術① 

事前学習 教科書の第 8章（pp.168～179）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
ソーシャルワークにおける契約についての要点をまとめ
る。 

第１７回 第８章 相談援助のための契約の技術② 
事前学習 教科書の第 8章（pp.165～179）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 援助過程における契約についての要点をまとめる。 

第１８回 
第９章 相談援助のためのアセスメント技
術① 

事前学習 教科書の第 9章（pp.182～188）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
ソーシャルワークにおける面接についての要点をまとめ

る。 

第１９回 
第９章 相談援助のためのアセスメント技

術② 

事前学習 教科書の第 9章（pp.189～200）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 アセスメントツールについての要点をまとめる。 

第２０回 
第９章 相談援助のためのアセスメント技

術③ 

事前学習 教科書の第 9章（pp.201～204）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 情報の組織化についての要点をまとめる。 

第２１回 第１０章 相談援助のための介入の技術① 
事前学習 

教科書の第 10 章（pp.206～212）を読み、理解を進めてお

く。 

事後学習 介入に意義と留意点についての要点をまとめる。 

第２２回 第１０章 相談援助のための介入の技術② 
事前学習 

教科書の第 10 章（pp.212～221）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 介入の意義と留意点について要点をまとまる。 

第２３回 
第１１章 相談援助のための経過観察・再ア
セスメント・効果測定・評価①  

事前学習 
教科書の第 11 章（pp.223～238）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 モニタリングの手続きについての要点をまとめる。 

第２４回 
第１１章 相談援助のための経過観察・再ア
セスメント・効果測定・評価② 

事前学習 
教科書の第 11 章（pp.239～248）を読み、理解を進めてお

く。 

事後学習 効果測定の方法についての要点をまとめる。 

第２５回 
第１２章 相談援助のための面接・記録・交

渉の技術① 

事前学習 
教科書の第 11 章（pp.249～268）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 面接の目的と技術についての要点をまとめる。 

第２６回 
第１２章 相談援助のための面接・記録・交
渉の技術② 

事前学習 
教科書の第 11 章（pp.249～268）を読み、理解を進めてお
く。 

事後学習 面接の目的と技術についての要点をまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえ「ソーシャルワークの支援プロセス」についてまとめなさい 

レポート形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 6回授業後に実施する 

提出期限：第 9回の授業開始時 

事後学習：事例を用いて支援プロセスについて理解を深め、要点をまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回～第 10回の講義内容を踏まえ「社会資源」についてまとめなさい 

レポート形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 10回授業後に実施する 

提出期限：第 13回の授業開始時 

事後学習：社会資源の分類を踏まえ、活用される社会資源を具体的にまとめる。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 13章（P270～293）を読み「記録の活用方法」についてまとめなさい 

レポート形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 16回授業後に実施する 

提出期限：第 19回の授業開始時 

事後学習：事例集等から実際の記録について調べ、まとめる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 14章（P294～315）を読み「交渉の技術」についてまとめなさい 

レポート形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 20回授業後に実施する 

提出期限：第 23回の授業開始時 

事後学習：ソーシャルワークにおいて実際の交渉場面を想定し、留意点をまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワークⅢ （4単位） 

３．科目番号 

SBMP3157 

SNMP3357 

SCMP3357 

SSMP3157 

PSMP3457 

２．授業担当教員 北爪 克洋 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅢは、ソーシャルワークⅠ・ソーシャルワークⅡで学習したソーシャルワークの基本的

考え方、専門職倫理、ソーシャルワークプロセスと付随する専門技術等を前提として、個人、家族、集団、

また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士がソーシャルワーカーとして提供する専

門知識と技術について学んでいく。 

特に、多様な課題と支援の必要性を持つ現代社会のクライエントに、より専門的に対応、その課題等の解

消と軽減に向け働きかけることのできる知識・技術としての実践理論・アプローチについて学習する。加え

て、グループを用いた支援、あらゆる場面で必要とされるコーディネーションとネットワーキング、関連す

る社会資源の調整と開発など、クライエントへの直接的・間接的相談援助技術について総合的・包括的に学

習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.ソーシャルワークの定義と「相談援助」の対象について再確認する。 

2.ケースマネジメント（ケアマネジメント）についてその概要を理解する 

3.グループを活用した支援について理解する。 

4.コーディネーションとネットワーキング、社会資源の調整・開発について理解する。 

5.ソーシャルワーク実践モデルとアプローチの概要と実践方法について理解する。 

6.スーパービジョンについて理解する。 

7.ケースカンファレンスについて理解する。 

8.実践事例を通じて、相談援助に必要な専門知識・技術について横断的に活用ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題1：グループワークの歴史的な展開と定義、またその展開過程とそこでのソーシャルワーカーの

果たすべき役割について説明せよ。 

レポート課題2：心理社会的アプローチについて事例をもとにその支援展開を解説せよ。 

レポートはいずれもA4 2枚(2,880字)にまとめる。 

※その他「事後学習」に示されている各課題を実施。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅱ（新・社会福祉士養成講座 8）』第 3 版、中央法規、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・８つの目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）20％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

ソーシャルワークⅢでは主にソーシャルワーク実践に不可欠な実践モデルについての学びを深めます。また、

ソーシャルワーク論の総括を行います。したがって学生たちは授業の復習や準備を欠かすことなく授業に臨

んでください。授業では常に高い緊張度と集中力を維持する必要があります。 

13．オフィスアワー 
月曜日 13：00～16：00（仮） 

※他の曜日・時間帯でも、教員が研究室に在室している時は可 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション： 

ソーシャルワークⅢを学習するにあたっての説明と確

認 

ソーシャルワークⅠ・Ⅱの振り返り 

事前学習 
テキストの「はじめに」を熟読し、その内容を

要約しまとめる。 

事後学習 
IFSW によるソーシャルワークの定義をレポー

トにまとめる。 

第２回 
ソーシャルワークの概念： 

IFSWのソーシャルワークの定義から 

事前学習 
「社会福祉とは」の問いに対する自身の考えを

これまでの講義等を参考にまとめる。 

事後学習 
IFSW によるソーシャルワークの定義をレポー

トにまとめる。 

第３回 
ソーシャルワークの理念：人権と社会正義、自立支援

とエンパワメント等について理解を深める 

事前学習 テキスト pp.2～25の内容を熟読しまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 5回の講義時に提出する。 

第４回 

ソーシャルワークの対象者を理解する： 

パーソナリティとシステム理解 

個人、家族、グループ、地域をどうとらえるかについて

事前学習 テキスト pp.2～25の内容を熟読しまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 5回の講義時に提出する。 



 

 

理解する 

第５回 
ケースマネジメントとは？： 

ケースマネジメントについてその基本と過程を学ぶ 

事前学習 

テキスト pp.27～58（第 2章ケースマネジメン

ト）を熟読し、ケースマネジメントの重要性に

ついてノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

次回の講義時に提出する。 

第６回 

ケースマネジメントに必要な技術とは？： 

アセスメントに関する講義と演習 

ケースマネジメントとソーシャルワークの関係を理解

する 

事前学習 

テキスト pp.27～58（第 2章ケースマネジメン

ト）を熟読し、ケースマネジメントの重要性に

ついてノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

次回の講義時に提出する。 

第７回 

グループ（集団）とソーシャルワーク： 

ソーシャルワークにおけるグループワークの意義につ

いて理解を深める 

事前学習 

ソーシャルワーク演習Ⅱで学んだグループワ

ークに関する理論を復習し、ノートにまとめ

る。テキスト pp.59～80参照。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 9回の講義時に提出する。 

第８回 

グループワークを用いた援助実践①：人間にとってグ

ループ（集団）が意味するものとは？グループ（集団）

の特性とそれを活用するために必要な専門技術を学ぶ 

事前学習 

ソーシャルワーク演習Ⅱで学んだグループワ

ークに関する理論を復習し、ノートにまとめ

る。テキスト pp.59～80参照。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 9回の講義時に提出する。 

第９回 
実践モデルとその意味： 

ソーシャルワーク実践理論が必要である意味を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.128～136を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 13回の講義時に提出する。 

第１０回 

ジェネラリスト・ソーシャルワークと実践モデルの関

係： 

事例を通じて実践モデルに関する理解を深める 

治療モデル・生活モデル・ストレングスモデルについ

ての学習 

事前学習 
テキスト pp.137～148 を熟読し、「3 つの実践

モデル」についてノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 13回の講義時に提出する。 

第１１回 行動変容アプローチの基盤を理解する 

事前学習 
テキスト pp.165～167を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 17回の講義時に提出する。 

第１２回 

事例考察による行動変容アプローチの理解：グループ

検討を通じて行動変容アプローチを用いた支援を考察

する 

事前学習 
テキスト pp.165～167を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 17回の講義時に提出する。 

第１３回 課題中心アプローチの基盤を理解する 

事前学習 
テキスト pp.159～161を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 19回の講義時に提出する。 

第１４回 

事例考察による課題中心アプローチの理解：グループ

検討を通じて課題中心アプローチを用いた支援を考察

する 

事前学習 
テキスト pp.159～161を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 19回の講義時に提出する。 

第１５回 機能的アプローチの基盤を理解する 

事前学習 
テキスト pp.153～155を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 21回の講義時に提出する。 

第１６回 
事例考察による機能的アプローチの理解：グループ検

討を通じて機能的アプローチを用いた支援を考察する 

事前学習 
テキスト pp.153～155を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 21回の講義時に提出する。 

第１７回 危機介入アプローチの基盤を理解する 

事前学習 
テキスト pp.162～164を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 23回の講義時に提出する。 

第１８回 

事例考察による危機介入アプローチの理解：グループ

検討を通じて危機介入アプローチを用いた支援を考察

する 

事前学習 
テキスト pp.162～164を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 23回の講義時に提出する。 

第１９回 
エンパワメントアプローチ・ナラティブアプローチの

基盤を理解する 

事前学習 
テキスト pp.174～181を熟読し、エンパワメン

トアプローチについてノートにまとめる。 

事後学習 
第 24 回の講義内で配布予定の「確認テスト」

を記入し、第 24回の講義時に提出する。 



 

 

第２０回 

事例考察によるエンパワメントアプローチ・ナラティ

ブアプローチの理解：グループ検討を通じてエンパワ

メントアプローチ・ナラティブアプローチを用いた支

援を考察する 

事前学習 
テキスト pp.174～181を熟読し、ナラティブア

プローチについてノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 25回の講義時に提出する。 

第２１回 
認知アプローチの基盤を理解する 

その他アプローチについてその内容を確認する 

事前学習 
テキスト pp.182～185を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 27回の講義時に提出する。 

第２２回 実践モデルについてのまとめ 

事前学習 
テキスト pp.192～197を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 27回の講義時に提出する。 

第２３回 

スーパービジョンの意義と目的：スーパービジョンを

理解するうえで必要な知識を学習する 

スーパービジョンの実際：模擬的なスーパービジョン

を体験する（ロールプレイの実施） 

事前学習 
テキスト pp.199～213を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
ロールプレイを通じて学んだ事柄をレポート
にまとめる。 

第２４回 

コーディネーションとネットワーキングの目的と意義

について理解する：事例を通じて目的、意義、必要とさ

れる技術について理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.81～104 を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
スーパービジョン、コーディネーションとネッ
トワーキングに関する「確認テスト」を記入し、

第 29回の講義時に提出する。 

第２５回 これからのソーシャルワークの課題と展望 

事前学習 
これまでの学習を振り返り、疑問点を箇条書き

にする。 

事後学習 
学期末試験に向け、資料の整理と学習内容の確

認を行う。 

第２６回 
まとめ：これまでの学習を振り返りその内容を確認、

今後の自己課題を明確にする。 

事前学習 
これまでの学習を振り返り、疑問点を箇条書き

にする。 

事後学習 
学期末試験に向け、資料の整理と学習内容の確
認を行う。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：グループワークの歴史的な展開と定義についてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 8回の講義後に実施する。 

提出期限：第 11回の講義開始時までに提出すること。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：グループワークの展開過程とそこでのソーシャルワーカーの果たすべき役割について説明せよ。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 8回の講義後に実施する。 

提出期限：第 11回の講義開始時に提出する。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：「心理社会的アプローチ」について、その主要概念と展開過程をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 18回の講義後に実施する。 

提出期限：第 21回の講義開始時までに提出する。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：「心理社会的アプローチ」について、課題研究 3の内容を踏まえて、自分で作成した事例をもとに支

援展開を解説しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 18回の講義後に実施する。 

提出期限：第 21回の講義開始時までに提出する。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

期末試験 

・ソーシャルワーク実践アプローチに関する理解を問う。 

・講義内で扱った専門用語に関する理解を問う。 

※その他、試験の詳細は講義内で提示する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1160 

SBMP1160 

SNMP1160 

SCMP1160 

GEBS1102 

GELA2302 

２．授業担当教員 田中 良幸、上野 義光、星野 弘美、橋本 好広、小金澤 嘉 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロー

ルプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的と

している。 

演習Ⅰは「ソーシャルワークの基礎」という位置づけとなり、個人、集団、地域といった、いわゆるソー

シャルワーカーが支援の対象とするクライエントシステムについて基礎的な理解を図るとともに、働きかけ

の方法としての基本的なコミュニケーション、システムの特徴について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）自己覚知への取り組みを通じて、自分自身、集団の中での自身、また地域生活における自身について明瞭

な説明ができる。 

2）コミュニケーションの構造を理解し、基本的なコミュニケーションを実施することができる。 

3）基本的な面接技術について説明ができる。 

4）ソーシャルワーク・プロセスについて説明することができる。 

5）ソーシャルワーク実践に必要となる記録についてその特性を説明することができる。 

6）集団（グループ）の特質、グループダイナミクス、グループワークのプロセスについて説明することがで

きる。 

7）地域（コミュニティ）に関する理解と、その定義・役割、機能についてプレゼンテーションを実施するこ

とができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1.第 2 回～第 6 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 2.第 7 回～第 9 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

 

各課題について、A4 用紙 2 枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ

れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

【参考書】 

 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・7 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・7 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・7 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1・2）及び課題研究 1・2 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

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

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

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

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

オープニング（契約） 

：学習目標の明確化と規範・個人の役割の確認 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅰの
学習内容について確認する。 

事後学習 
演習を実施するうえでの個人の役割について
まとめる。 

第２回 

自己覚知（個人） 

：専門職である自己の価値観・思考傾向について理解を
促進する 

事前学習 
自分自身の価値観、思考傾向、ストレングスや
ウィークポイントについてまとめる。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、専門職を目指す自己につ

いてまとめる。 

第３回 

個人へのコミュニケーション 

：基本的コミュニケーションの理解とトータル・コミュ

ニケーションの実践 

事前学習 
基本的コミュニケーション技法についてまと

める。 

事後学習 
演習内容を踏まえて自身のコミュニケーショ
ンスキルについてまとめる。 

第４回 
面接技法 

：言語・準言語・非言語の意義と効果について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ
ンの方法についてまとめる。 

第５回 
ソーシャルワーク・プロセス 

：ソーシャルワークの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてソーシャルワーク・プロセ

スについてまとめる。 

第６回 
記録 

：客観的記述と主観的記述について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第７回 
集団（グループ）の理解 

：集団の定義、機能、構成について理解する 

事前学習 

これまでの自身の生活を振り返り、集団のメリ
ットとデメリットについて自らの考えをまと
める。 

事後学習 
演習を踏まえて集団（グループ）の定義と機能
についてまとめる。 

第８回 

グループダイナミクス 

：相互作用システムとリーダシップ理論について理解す
る 

事前学習 
グループダイナミクスについてその内容を確
認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてグループダイナミクスに

ついてまとめる。 

第９回 
グループワークのプロセス 

：グループの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2 の作成 

第１０回 
自己覚知（地域） 

：自身の生活と地域社会とのつながりについて理解する 

事前学習 
これまでの自身の生活を振り返り、地域社会と
のつながりについて想起する。 

事後学習 「コミュニティ」の特徴についてまとめる。 

第１１回 
地域の理解 

：コミュニティの定義、概念について理解する 

事前学習 
「コミュニティ」の定義・概念について内容を
確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
「ソーシャル・キャピタル」について、その内
容をまとめる。 

第１２回 

地域調査(1) 

：コミュニティ要素モデルに基づく特定の地域の調査方
法について理解するとともに調査を実践する 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 調査内容についてまとめる。 

第１３回 
地域調査報告 

：プレゼンテーションの実施（レポートの報告） 

事前学習 

プレゼンテーションの準備を行う。また、他の
グループのプレゼンテーション資料に目を通
しておく。 

事後学習 

参加者からのフィードバックを受け、報告書の
内容、また報告の方法について自己課題を明確
化する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：地域調査の成果をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 12回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義開始時までに提出する。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキストの第 1章第 15節の自己評価に取り組み、分かったことと今後の課題についてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義に担当教員から示される期日内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅱの実施に向けてソーシャルワーク演習Ⅰで取り扱った箇所の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅱ （2 単位）SNC2 

３．科目番号 

SSMP2160 

SCMP2160 

SNMP2308 ２．授業担当教員 橋本 好広、小金澤 嘉 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ
れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目
的としている。 

演習Ⅱは、グループ（小集団）理論、グループ・ダイナミクス理論を基礎にして、グループワーク（集団

援助技術）の学習をする。特に、実践グループワークの方法を中心に、目標の設定方法、グループの構成方
法、グループ・プロセス、リーダーシップ、凝集性、メンバーの役割、相互作用、グループの発達段階など
を演習グループの体験を通じて学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、下記の学習目標を達成することが期待される。 

「学生自身がグループワークを使用できる最小限度の知識と技術の習得を目的とする」 

より詳細には、下記の学習目標を達成することが期待される。 

1）グループ（小集団）とは何か、その基本的知識、特性の理解ができ、明瞭な説明ができる。 

2）グループ・ダイナミクス理論とその主要概念の理解ができ、明瞭な説明ができる。 

3）グループワークの歴史的発展、目的、特質、援助技術としての位置づけについて理解ができ、明瞭な説
明ができる。 

4）グループワークの発達段階（準備期・開始期・作業期・終結期）について各々の特質の理解ができ、説

明できる。 

5）グループワークの発達段階（準備期・開始期・作業期・終結期）についてのワーカーの知識、技術、役
割、機能の理解ができ、説明ができる。 

6）グループ・プロセス（過程）の理解ができ、説明ができる。 

7）グループワークを行ううえでの最低の技術（リーダーシップ、個々のメンバーとグループ全体にどのよ
うに関わるか、プロセスの促進、凝集性の発達、葛藤の解決、コミュニケーション能力の発達など）に

関しての基本的理解ができ、説明ができる。 

8）図工、音楽、ゲーム、行事などのプログラムを媒介役として、相互作用、凝集性の促進、役割・責務の
遂行などについて理解ができ、実行することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

課題 1：自分がこれまで関わったグループ（小集団）（例；仲良しグループ、学級、高校の同窓会、勉強会、
趣味のグループ等）を題材に、次にあげるグループの特性について例をあげて説明せよ（A4/3 枚）。 

①どのような目的のグループか ②どのようにしてグループが作られたのか ③メンバーは何人か 

④どのくらいの期間、継続しているのか ⑤どのくらいの頻度で会合を開いているのか ⑥グループ
の特性は何か ⑦あなたがグループに属する理由は何か ⑧今までにグループを止めた人はいるか、
それはどのような理由からか ⑨グループの中心になっている人がいるか、それはどのような人格の

人か ⑩グループの中で意見の相違、お互いの葛藤が生じた場合、どのように相違や葛藤を解決したか 

 

課題 2：リーダーシップ理論についてその概念についてまとめよ。（A4/2 枚）。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】保田井進・硯川眞旬・黒木保博『福祉グループワークの理論と実際』、2010 年。 

【参考書】平山尚・武田丈『人間行動と社会環境』、2004 年。 

野村豊子 監訳『グループワーク入門』中央法規、2013 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、「学生自身がグループワークを使用できる最小限度の知識と

技術の習得を目的とする」という目的のもと、8 つの具体的な学習目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～2）及び課題研究 1 60％ 

2. まとめレポート（課題研究 2）  40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

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

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな
い場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加



 

 

（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
グループとは何か 
自分が体験したグループの目的、特徴、何が自分のため
になったか。グループの良い点と悪い点はなにか。 
演習Ⅱの学習目標は何か、何を、どのように学習するか。
（グループの目的と、個々のメンバーの目的は何か） 

事前学習 テキスト第 1 章（pp.2～9）の内容をまとめる 

事後学習 課題 1 の作成と提出 

第２回 

グループワークの理解の枠組み：グループの発達段階
（準備期、開始期、作業期、終結期） 
グループワークのプロセスを学習する。 
グループワークの記録の方式を学ぶ。 

事前学習 
テキスト第 6 章のうち pp.52～61を熟読しそ
の内容をまとめる。 

事後学習 
グループワークの記録について学習したこと
をまとめる。 

第３回 

新しいグループを構成する 
準備期：グループの計画 
施設・機関のニーズを知る。どのようなグループを構成
するか、参加者の募集（高齢者の孤立を解消する、児童
養護施設での行動問題がある子どもの矯正グループ、統
合失調症患者の家族のためのグループなど）。 
グループワークの計画書を作成する。 

事前学習 
テキスト第 6 章のうち pp.52～53 を熟読し、
グループ計画案を作成する。 

事後学習 
構成されたグループメンバーにてグループワ
ークの計画書を完成させる。 

第４回 
準備期 
「契約書」を作成し、ワーカーとメンバー間で交換する。 
グループワークの評価方法をきめる。 

事前学習 
テキスト p.77「評価の方法」を読み、その内
容をまとめる。 

事後学習 
講義内で用いた契約書をもとに、再度契約書
を作成し提出する。 

第５回 

開始期 
グループをどのように始めるか。「アイスブレーカー」を
用意する。 
ワーカーはグループ全体と個々のメンバーとの関係を
つくる技術（メンバーの経験を普遍化する技術、メンバ
ーのグループ・過程に参加を促進する技術）の習得。 
グループのルール（規範）について話し合う。 

事前学習 
アイスブレイクに必要なアイディアを考えま
とめる。 

事後学習 テキスト pp.53～56 の内容をまとめる 

第６回 

開始期 
「コミュニケーション技術の基本」を学習する。 
メンバーの自己開示を促進する技術の習得。 
メンバー間の思考、感情、行動を連携させる技術の習得。 
リーダーシップについて。 

事前学習 
第 6 回に事前に配布されたプリントに目を通
し、ロールプレイに必要な項目を準備する。 

事後学習 課題 2 作成と提出 

第７回 

作業期 
グループ過程を明確化する技術。プロセスの促進する技
術、凝集性を発達する技術の習得。メンバーの役割を理
解する技術、「葛藤解決技術」習得の習得。 

事前学習 
テキスト pp.56～59を熟読しその内容をまと
める。 

事後学習 
講義で取り上げた技術について 1 つを選択
し、その内容についてまとめる。 

第８回 
作業期 
「問題解決技術」と「認知再構成技術」の習得。 

事前学習 
第 8 回に事前に配布されたプリントに目を通
し、ロールプレイに必要な項目を準備する。 

事後学習 
問題解決技術もしくは認知再構成技術につい
て 1 つを選びその内容を A4 用紙 1 枚にまと
める。 

第９回 

作業期 
メンバーの役割を理解する技術の習得。 
活動（ゲーム、遊戯、図工など）を有効に使う技術の習
得。 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.62～68 を熟読し、その内
容をまとめる。 

事後学習 
教員から提示されたプログラム活動について
その内容をまとめる。 

第１０回 

作業期 
活動（ゲーム、遊戯、図工など）を有効に使う技術の習
得。 
ソシオグラム（Sociogram）を作る。 

事前学習 
プログラム活動案を作成し、講義内でメンバ
ーからフィードバックを受ける。 

事後学習 
ソシオグラムについて学習したことを用いて
家族のそれを作成する。 

第１１回 
作業期 
グループ内と外の社会資源を探し、有効に利用する技術
（例：精神障害者の家族のための心理・教育グループ）。 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.68～72 を熟読し、その内
容をまとめる。 

事後学習 
特定のグループを想定し、そのグループに提
供可能な身近で具体的な社会資源についてあ
げ、その活用と意義についてまとめ提出する。 

第１２回 
終結期 
グループの終結の準備（終結の予告をして、メンバーの
終結に対する感情の話し合い）。 

事前学習 
テキスト pp.59～61 を熟読し、その内容をま
とめる。 

事後学習 
グループで実践してみる「終結作業」を通じ
て学び、感じたことを A4 用紙 1 枚にまとめ
提出する。 



 

 

第１３回 グループワークの評価方法 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.73～81 を熟読し、その内
容をまとめる。 

事後学習 
実践を評価する方法について理解できたこと
と不明点を明確化する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：グループワークに関する文献を調べ、下記の「概念」の意味について自分の言葉で説明せよ。 
①グループ・ダイナミクス ②規範 ③役割 ④相互作用 ⑤凝集性 ⑥グループの発達段階 ⑦
グループワーカーの役割と機能 ⑧メンバーの役割と機能 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度） 

実施時期：第２回の講義後に実施する。レポート作成にあたっては、参考書『グループワーク入門』第 2 章（pp.71～

98）の内容を参照し、内容をまとめる。 

提出期限：第４回の講義開始時までに提出すること。 

事後学習：第４回以降のグループの展開過程において、調べた概念がどのように支援として機能するのかを考える。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク演習Ⅱで学んだことは何であって、どの程度学習目標の達成ができたか自己評価を

まとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の講義後に実施する。課題の位置づけとしては、ソーシャルワーク演習Ⅱのまとめレポートとなる。 

提出期限：第 13回の講義時に担当教員より示される提出期限内に提出すること。 
事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅲの実施に向けて、ソーシャルワーク演習Ⅱで取り扱った内容の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2161 

SCMP3460 

SPMP3461 

SBMP3460 

SNMP3460 

SSMP3160 

PSMP3460 

２．授業担当教員 北爪 克洋、田中 良幸、小金澤 嘉、星野 弘美 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ
ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目
的としている。 

演習Ⅲでは、ケースワークの基本技術として、他者理解と自己理解について考えることから、人間関係形
成に必要な技術、また基本的な面接技術とコミュニケーションに焦点をあてて、必要な専門知識と技術を学
習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、下記の目標達成をすることが期待される。 

1）人間行動に関する心理学理論について理解を深め、その概要を説明することができる。。 

2）クライエントに対する姿勢について理解を深め、実践することができる。 

3）基本的コミュニケーション技法について理解し、実践することができる。 

4）基本的応答技法について理解し、実践することができる。 

5）面接技法について理解し、それを用いてクライエントの問題や課題をアセスメントすることができる。 

6）以上のことを総合的に理解し、ソーシャルワークにおける面接を展開することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題 1：面接における基本的応答技法について、技法がもたらす効果について簡潔に説明しなさい（第 9・

10回の学習をまとめる） 

課題 2：事例を用いて面接を実施し、自らの面接技術に関し他者からの評価を受け、また自己評価を行う 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規、2015

年。 

【参考書】平山尚 ほか著『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、2005 年。 

平山尚、武田丈『人間行動と社会環境』ミネルヴァ書房、2004 年。 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 第 7 巻）』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
・ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、社会福祉士・精神保健福祉士として専門的なケースワーク、

面接が提供できるか。またそのために設定された具体的な目標 6つを達成することができたか。 
○評定の方法 
1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 

2. まとめレポート  40％ 
なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 
1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 
3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな
い場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 
教員は以下のことを実行する。 
1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 
3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加

（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
ソーシャルワーク演習Ⅱの振り返り 
ソーシャルワーク演習Ⅲのねらいと単元の解説 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱでの学びをレポートにまと
める。 

事後学習 
参考書『人間行動と社会環境』第 2 章（pp.10～33）
を熟読し、その内容をまとめる。 



 

 

第２回 

人を理解する 
心理社会理論について学習する：心理社会理論
の主要概念について理解を深める 

人間の発達過程について理解を深める 
事例を用いて人間行動に関して心理社会理論を
使用して分析・検証する 

事前学習 
参考書『人間行動と社環境』第 4 章（pp.64～88）を

熟読し、その要点をノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会理論について口頭で説明ができるよう、その

内容を確認する。 

第３回 

ソーシャルワークにおける面接の目的・特性理
解 
「会話」と「面接」の相違点について理解し、面

接の形態（構造化面接と生活場面面接）、面接実
施の基盤となる考え方について理解を深める 

事前学習 テキスト pp.100～111 を読みその内容をまとめる。 

事後学習 
「会話」と「面接」の相違点について口頭で説明でき
るよう、学習内容をノートにまとめる。 

第４回 

クライエントに対する姿勢：距離について考え
る 
人と人が話をする際の距離についてロールプレ

イを通じて学習する 

事前学習 

自分自身の日常生活を振り返り、人と接する際の距離
について考え、どのような距離感をもっているかをノ

ートにまとめる。 

事後学習 
クライエント支援にあたり適切な距離とは何か演習
を通じて学んだことをレポートにまとめ提出する。 

第５回 

クライエントに対する姿勢：バイスティックの 7
原則の実践 
専門的対人援助関係形成のための原則について

再確認する 

事前学習 
バイスティックの 7 つの原則について、その内容を調

べ、まとめる。 

事後学習 
クライエント支援にあたり、その人間関係形成とバイ
スティックの 7 原則との関係性をノートにまとめる。 

第６回 

面接における技術：面接におけるコミュニケー

ションについて理解する 
基本的コミュニケーション技法について、その
原則について理解を深め、ロールプレイを用い

て習得する 

事前学習 

自分自身の日常を振り返り、コミュニケーションの特
質（癖や傾向）について気づいたことをノートにまと

める。 

事後学習 

基本的コミュニケーション技法について、ロールプレ
イを通じて自覚した自身の課題についてレポートに

まとめ提出する。 

第７回 

面接における技術：言語的コミュニケーション

と非言語的コミュニケーション 
言語・非言語的コミュニケーションの意義を理
解し、その活用方法についてロールプレイを用

いて実践する 

事前学習 
自分自身の日常を振り返り、非言語的コミュニケーシ

ョンについて気づいた事をノートにまとめる。 

事後学習 

言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケー
ションについて、ロールプレイを通じて自覚した自身
の課題についてノートにまとめる。 

第８回 

面接における技術：基本的応答技法について理

解する（1） 
「反射」について理解し、技術を習得する 
単純な反射、言い換え、要約、明確化についてロ

ールプレイを用いて技術を習得する 

事前学習 
テキスト pp.112～116 を熟読したうえで、p.112 表 2-

2 の該当技術について確認する。 

事後学習 
ロールプレイを通じて確認できた「反射」に関する自
己評価（できた点と課題点）をノートにまとめる。 

第９回 

面接における技術：基本的応答技法について理
解する（2） 

「感情の反射」「適切な質問」について理解し、
技術を習得する 
感情の反射、開かれた質問と閉ざされた質問、状

況に即した質問についてロールプレイを用いて
技術を習得する 

事前学習 
テキスト pp.112～116 を熟読したうえで、p.92 表 2-

2 の該当技術について確認する。 

事後学習 

ロールプレイを通じて確認できた「感情の反射」「開
かれた質問と閉ざされた質問」に関する自己評価（で

きた点と課題点）をノートにまとめる。 

第１０回 
事例に基づくアセスメント面接の実施（1） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行う 

事前学習 
第 10 回までに学んだことを振り返り、コミュニケー
ションと応答技法についてノートにまとめる。 

事後学習 面接結果をアセスメントシートにまとめる。 

第１１回 
事例に基づくアセスメント面接の実施（2） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行う 

事前学習 
第 9 回で行った面接を振り返り、面接を行う際の自身
の課題についてノートにまとめる。 

事後学習 面接結果をアセスメントシートにまとめる。 

第１２回 

事例に基づくアセスメント面接及びプランニン

グの実施（1） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行い、そ
れに基づきプランニングをする 

事前学習 
面接のロールプレイを実施し、明らかとなった自己の
課題について明確にし、ノートにまとめる。 

事後学習 アセスメント面接結果をもとにプランニングを行う。 

第１３回 

事例に基づくアセスメント面接及びプランニン
グの実施（2） 

事例を基に実際にアセスメント面接を行い、そ
れに基づきプランニングをする 

事前学習 
第 13 回で行った面接を振り返り、面接を行う際の自
身の課題についてノートにまとめる。 

事後学習 アセスメント面接結果をもとにプランニングを行う。 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：個人（人）を理解する上で必要となる精神分析理論について、その主要概念について説明しなさい。 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度）。参考書『人間行動と社会環境』第 3章 1（pp.35～38）を熟読し、その内

容をまとめる。 

実施時期：第 1回の講義後に実施する。 

提出期限：第 3回の講義開始前までに提出すること。 

事後学習：人に関わる（人を特徴づける）理論について理解できたことを、面接の実施の際に想起できるよう、学習内

容を言語化する。不明な点については、担当教員からスーパービジョンを受けること。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク演習Ⅲで学んだことは何であって、どの程度学習目標の達成ができたか。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 
実施時期：第 13回の講義後に実施する。課題の位置づけとしては、ソーシャルワーク演習Ⅱのまとめレポートとなる。 
提出期限：第 13回の講義時に担当教員より示される提出期限内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅳ、またソーシャルワーク実習の実施に向けてソーシャルワーク演習Ⅲで取り扱った

内容の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク演習Ⅳ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3161 

SNMP4461 

SCMP4461 

SBMP3461 

PSMP3461 

２．授業担当教員 田中 良幸、田代 幹康、星野 弘美、橋本 好広 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れています。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としています。 

演習Ⅳでは、実践モデルやアプローチに関する相談援助演習を中心に、今までに学習した内容を総合的に

学習し理解を深めます。具体的には、ソーシャルワークに関する理論やアプローチを事例などを通して修得

します。また社会福祉士国家試験問題等を参照し、関連する知識や理論についても学習を深めます。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、下記の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：ソーシャルワークに関する理論やアプローチの特徴やポイントについて、明瞭な説明をすることがで

きる。 

目標2：事例等を通して、理論やアプローチの実際をイメージすることができる。 

目標3：グループ活動や他者との意見交換などを通して自己の思考を整理し、発表することができる。 

目標4：社会福祉士国家試験問題等を参照して、知識や理論に対する理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：問題解決アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 2：行動変容アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 3：家族システム論について、理論の視点とポイントをレポートにまとめる。 

※上記課題につき、すべて A4 用紙 40 文字×30 行×2 枚以内（科目名、提出日、学籍番号、氏名などを明

記すること） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規出版、2015 年。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『相談援助の理論と方法Ⅱ』第 3 版、中央法規出版、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、社会福祉士として求められる実践理論（実践アプローチ）を

クライエントに提供できる。そのために設定された具体的目標（4 つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 

2. 演習への参加度・取り組み  40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としています。目的達成のため、受講生は以下の条件を守って下さい。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講しましょう。受講生には積極的な態度を望みます。 

2． 自ら進んで教員に質問しましょう。理解できないことをそのまま放っておかないようにしましょう。 

3． 授業は欠席、遅刻、早退をしないで下さい。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面

をもって報告して下さい。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られ

ない場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意して下さい。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話などの操作は緊急時以外、絶対にしないで下さい。 

 

また教員は、以下のことを実行します。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作ります。 

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

た場合は、厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（ソーシャルワーク演習Ⅳの

ねらいと単元の解説、授業の進め方について解

説します） 

医学モデル・社会モデル・生活モデル① 

（医学モデル・社会モデル・生活モデルの概要につ

いて理解する） 

事前学習 
テキスト pp.182～185、また参考書 pp.137～142 を

熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
演習内容を整理し、テキストの該当箇所を再確認す

る。 

第２回 

医学モデル・社会モデル・生活モデル② 

（3 つのモデルのうち、特に生活モデルについて事

例を通じモデルの実践について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.182～185 を熟読し、事例の理解に必要

な用語や法制度について調べ、ノートにまとめる。 

事後学習 生活モデルのポイントについてノートにまとめる。 

第３回 

心理社会的アプローチ① 

（心理社会的アプローチの概念について理解を深

める） 

事前学習 
テキスト pp.190～193、また参考書 pp150～152 を

熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し合

いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第４回 

心理社会的アプローチ② 

（ビネットを通して支援目標の設定と介入時の技

法内容について学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.190～193 を熟読し、不明な点は箇条書

きにしてノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会的アプローチのポイントについてノートに

まとめる。 

第５回 

問題解決アプローチ① 

（問題解決アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.194～199、また参考書 pp.156～158 を

熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し合

いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第６回 

問題解決アプローチ② 

（ビネットを通して問題解決アプローチのプロセ

スとその利点と課題を学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.194～199 を熟読し、不明な点は箇条書

きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 1 の作成（授業内で示された提出期限厳守）。 

第７回 

危機介入アプローチ① 

（危機介入アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.200～205、また参考書 pp.162～164 を

熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し合

いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第８回 

危機介入アプローチ② 

（ビネットを通して危機介入アプローチの危機的

状況のアセスメントについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.200～205 を熟読し、不明な点は箇条書

きにしてノートまとめる。 

事後学習 
危機介入アプローチのポイントについてノートにま

とめる。 

第９回 

行動変容アプローチ① 

（行動変容アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.206～209、また参考書 pp.165～167 を

熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し合

いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１０回 

行動変容アプローチ② 

（ビネットを通して行動変容アプローチの考えた

かと相談援助のプロセスについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.206～209 を熟読し、不明な点は箇条書

きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 2 の作成（講義内で示された提出期限厳守）。 

第１１回 

ナラティブアプローチ① 

（ナラティブアプローチの概念について理解を深

める。） 

事前学習 
テキスト pp.220～225、また参考書 pp.178～181 を

熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し合

いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１２回 
家族システム論① 

（家族システム論の概念について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.226～231 を熟読し、理念の概念につい

てノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し合

いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１３回 

家族システム論② 

（家族システム論の視点と相談援助のプロセスに

ついて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.226～223 を熟読し、不明な点は箇条書

きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 3 の作成（講義内で示された提出期限厳守） 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：テキスト pp.186～189、また参考書 pp.140～142 を熟読し、ストレングスアプローチの概念について

まとめなさい。ストレングスモデルのポイントについてノートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度） 

実施時期：第 2回の講義後に実施する。 

提出期限：第 3回の講義開始時に提出する。 

事後学習：ストレングスモデルのポイントについてノートにまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキスト pp.220～225を熟読し、ビネットを通してナラティブアプローチのドミナントストーリーの

弊害とオルタナティブストーリー可能性についてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度） 

実施時期：第 11回の講義後に実施する。 

提出期限：第 12回の講義開始時に提出する。 

事後課題：ナラティブアプローチのポイントについてノートにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク演習Ⅴ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP4162 

SNMP4462 

SCMP4462 

SBMP4462 

PSMP4462 

２．授業担当教員 田代 幹康、上野 義光、小金澤 嘉、橋本 好広 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと、1 年次から 4 年次まで断続的に学習するように構成

されています。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、

ロールプレイ、モデリング等の多彩な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目

的としています。 

 演習Ⅴでは、さまざまな事例を用いて、そこにみられる「人間と環境」または「環境の中の人間」への介

入の視点から、エコ・システム論に準拠し、事例における(1)問題認知（問題そのものの理解）、(2)関連するデ

ータの分析（問題背景の理解）、(3)仮説の設定（「～ならば～である」とするワーカーの仮説）、(4)実践理論及

び実践モデルの検討（問題に最適だと考えられる理論及びモデルの検討）、(5)目標、目標計画及び介入計画

（具体的目標や目標達成に向けた計画の策定）(6)介入（相談援助の実践）(7)評価（実践評価）（８）終結（援

助終了）の援助過程から学習します。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅴが終了した段階で、次の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：授業内容にある事例の相談援助を、エコ・システム論に準拠して理解することができるようになる。 

目標2：授業内容にある事例の中に含まれる、環境の調整（マネジメント）、多職種連携による介入（チーム

アプローチ）、利用者のもつ力（ストレングス）の視点、社会生活モデル等を、具体的に説明できる

ようになる。 

目標3：自らの相談援助の場面を想定して、目標1、目標2を統合した援助方法がイメージできるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：前半部に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」の中から、レ

ポートを作成してもらいます。事例の選択は教員より指示があります。 

     A4 用紙 40 文字×25 行×3 枚以内 

課題 2：後半部に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」の中から、レ

ポートを作成してもらいます。事例の選択は教員より指示があります。 

     A4 用紙 40 文字×25 行×3 枚以内 

まとめレポート：事例に対する相談援助実践に関するまとめレポートの作成を課す。詳細については授業内

にて提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規、2015 年。 

【参考書】平山尚 ほか著『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、2005 年。 

障害者相談支援従事者初任研修テキスト編集委員会編 

『改訂 障害者相談支援従事者初任研修テキスト』中央法規。 

恩賜財団母子愛育会子ども家庭総合研究所編『子ども虐待対応の手引き』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅴが終了した時点で、相談援助演習の最終段階として総合的・包括的な支援の在り

方を理解できる。そのために設定された具体的目標（3 つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～2） 50％ 

2. まとめレポート  50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としています。そのため受講生は次の条件を守ってください。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って積極的な態度で受講する。 

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

3． 欠席、遅刻、早退をしない。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報告す

る。 

4． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしない。 

 

教員は以下の方針で授業を行います。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 双方向対話型の学習によりディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発言、発表等）

できるよう環境を作る。 

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

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（授業の進め方等） 事前学習 テキスト pp.268～271 を熟読し、事例理



 

 

障害者の就労支援に関する相談援助 ① 
※ 障害者の就労支援に関する相談援助事例をもとに、障害者

の就労支援では、職場（環境や集団）や地域環境に対する
調整と本人に向けられた支援とが並行してなされる必要の
あることを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 25 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第２回 
障害者の就労支援に関する相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 1 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第３回 

家庭内暴力（DV）に関する相談援助 ① 
※ DV（ドメスティック・バイオレンス）に関する相談援助事

例をもとに、DV とはどのようなものか、その特質を理解
し、「DV 防止法」をもとに DV が被害者に及ぼす影響と、
被害者が直面する生活問題について学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 28 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.280～283 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第４回 
家庭内暴力（DV）に関する相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 5 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第５回 

(被)虐待児童への相談援助 ① 
※ 発達障害児童への虐待に関する相談援助事例をもとに、発

達障害とネグレクト（育児放棄）が結びついた児童に対し、
児童養護施設等の受け皿（環境）と児童のもつ力（ストレ
ングス）を調整しながら支援することを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 30 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.288～291 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第６回 
(被)虐待児童への相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 7 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第７回 

低所得者への相談援助 ① 
※ 低所得者への相談援助事例をもとに、低所得・貧困問題を

抱えた利用者に対して、利用者自身のもつ能力を引き出す
とともに、各種の社会制度・施策、社会サービスなどの社
会資源（環境）を活用しながら自立に向けた支援展開を学
習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 34 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.312～315 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第８回 
低所得者への相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 9 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第９回 

要介護高齢者とその家族への相談援助 ① 
※ 要介護高齢者とその家族への相談援助事例をもとに、要介

護高齢者の介護問題だけでなく、高齢者を抱える家族支援
のあり方について学習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 37 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.326～329 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１０回 
要介護高齢者とその家族への相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 11 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第１１回 

身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助 ① 
※ 身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助事例をもと

に、障害者の自立とは何を意味するのかを把握した上で、
自立生活に欠かせない社会資源調整や人々の意識変革に向
けての働きかけの内容を、国際生活機能分類の「社会生活
モデル」に基づいて学習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 38 の「演習課題」及び「学習方
法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.330～335 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１２回 
身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 13 回の宿題について内容を精査し、
ディスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第１３回 
まとめ 
※ 第 1 回～第 14 回授業を振り返り、援助の重要ポイントを

押さえる。 

事前学習 
授業で配布されたレジュメ、事前・事後
学習ノートの内容を整理し、ソーシャル
ワーク演習Ⅴでの学びをまとめる。 

事後学習 援助の重要ポイントについてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回から第 6回に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」に

関するレポートを作成しなさい。なお、事例の選択については教員より指示する。 



 

 

レポート形式：A4用紙 40文字×25行×3枚以内 

実施時期：第 6回の講義後に実施する。 

提出期限：第 8回の講義開始時に提出する。 

事後学習：「演習課題」「学習方法」で理解した事項についてまとめ、異なる事例や実践での活用を考察する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回から第 12回に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」に

関するレポートを作成しなさい。なお、事例の選択については教員より指示する。 

レポート形式：A4用紙 40文字×25行×3枚以内 

実施時期：第 12回の講義後に実施する。 

提出期限：担当教員から示される期日内に提出すること。 

事後学習：「演習課題」「学習方法」で理解した事項についてまとめ、異なる事例や実践での活用を考察する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（P/B/C/N/J/SBP 編）（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2180 

SCMP3480 

SBMP3480 

SNMP3480 

SSMP2180 

PSMP2480 

２．授業担当教員 荻野 基行、田中 良幸、鈴木 雄司、小金澤 嘉 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する
よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後
指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰでは、専門職養成における実習の意義、法的な位置づけ、どのように実習が

展開されるのかという基本的学習を中心として、実習に必要な知識を学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の法的位置づけとその内容について明確に説明できる。 

3）社会福祉士とソーシャルワーカーとの関係性について口頭、もしくは文書で説明ができる。 

4）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）施設・機関における相談援助業務について説明できる。 

5）実習におけるリスクマネジメントについて理解する。 

6）スーパービジョンの意味と機能について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

課題 1：相談援助実習において求められる実習内容と本学の実習（ソーシャルワーク実習）目標を相互に理
解し、実習において実施すべき内容をまとめなさい。 

課題 2：実習を希望する実習種別に関して、その希望動機と関連法令、規定されたサービス内容についてま

とめなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014

年。 

     東京福祉大学『学習の手引き』※講義にて配布 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』 ※講義にて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の法的位置づけとその内容について明確に説明できる。 

3. 社会福祉士とソーシャルワーカーとの関係性について口頭、もしくは文書で説明ができる。 

4. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）施設・機関における相談援助業務について説明できる。 

5. 実習におけるリスクマネジメントについて理解する。 

6. スーパービジョンの意味と機能について説明できる。 
○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 
2. 課題 2  30％ 
講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の取得を認めない。 
また、本学規定により、本講義未収得者への実習配属は行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

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

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報
告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られな
い場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加
（発言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅰのねらいと単元の解
説、講義の進め方についての説明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導用のノート（もしくは
ファイル）を準備し、併せてテキスト「はじめに」

を熟読する。 

事後学習 
テキスト「はじめに」を熟読し、相談援助実習の
仕組みと内容についてノートにまとめる。 

配布物 

『ソーシャルワーク実習の手引き』、『ソーシャル

ワーク実習・精神保健福祉援助実習 学習の手引
き』、学生調査票 



 

 

第２回 

・実習前中後の流れ（全体像）と指導体制について
理解する 

（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

使用） 

・実習に関する基本的ルールの確認 

 （東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

使用） 

事前学習 実習で学びたいことをノートにまとめる。 

事後学習 

「社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き」
を参照に東京福祉大学の実習の仕組み（全体像）

についてまとめる。 

第３回 

・相談援助実習の位置付けについて理解する（テキ
スト pp.2～18）： 

専門職養成において実習を実施することの意味・意
義について理解を深める 

事前学習 テキスト pp.2～18 を熟読する 

事後学習 
実習における実習生の役割についてノートにま
とめ提出する。 

第４回 

・「相談援助実習ガイドライン」及び東京福祉大学に
おける実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシ
ャルワーク実習）の理解（テキスト pp.19～34 及び

ソーシャルワーク実習の手引き使用）： 

相談援助実習において求められる実習内容と本学の
実習目標を相互に理解し、実習目標への理解を深め

る 

事前学習 
テキスト pp.19～34 を参照のうえ、相談援助実習
に求められる内容についてノートにまとめる。 

事後学習 

テキスト pp.19～34 を参照のうえ、実習の中で行
うべき事項についてノートにまとめる。 

課題 1 の作成 

第５回 

・「相談援助実習」（ソーシャルワーク基礎実習及び
ソーシャルワーク実習）が可能な施設・機関の紹介

と説明（テキスト pp.55～59 及び東京福祉大学「ソ
ーシャルワーク実習の手引き」使用）：法定施設・機
関の紹介と希望種別の選択 

 

事前学習 
テキスト pp.55～59 を熟読し、実習先施設・機関
の範囲について理解を深める。 

事後学習 
実習希望種別を選別しするとともにその動機に
ついてノートにまとめる。 

第６回 

・実習の場と相談援助の内容（テキスト pp.60～68）： 

フィールド・ソーシャルワークとレジデンシャル・
ソーシャルワークについて理解し、そのソーシャル
ワーク機能についての理解を深める。 

・実習形態に関する理解（テキスト pp.65～68）： 

各種実習形態のメリットとデメリットを理解する。 

事前学習 

テキスト pp.60～68 を熟読し、フィールド・ソー

シャルワーク、レジデンシャル・ソーシャルワー
クのメリット、デメリットを箇条書きにしてノー
トにまとめる。 

事後学習 
実習先施設・機関におけるリスクマネジメントに
ついて学びをノートにまとめる。 

第７回 

・契約関係のなかにある実習（テキスト pp.70～88）： 

実習契約関係と実習におけるリスクマネジメントに
ついて学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.70～88 を熟読し、実習における 4 者
関係についてノートにまとめる。 

事後学習 
実習における4者関係において実習生の果たすべ

き役割についてノートにまとめる。 

第８回 

・スーパービジョンの理解（テキスト pp.90～102）： 

「スーパービジョン」の意味と機能について理解を

深める 

事前学習 
テキスト pp.90～102 を熟読し、スーパービジョ

ンの機能についてノートにまとめる。 

事後学習 
スーパーバイジーのあるべき姿勢についてノー
トにまとめる。 

第９回 

・事前学習として実習先を理解する意義について
（テキスト p.103）：  希望種別に関する事前学習

レポートをまとめる（課題 1） 

・社会福祉士資格取得に関する動機及び実習先種別
に対する動機の明確化 

事前学習 実習希望種別に関する情報を収集する。 

事後学習 課題 1 の作成（講義内で示される提出期限厳守）。 

第１０回 
・実習施設・機関の基本的理解： 

個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 希望種別に関するプレゼンテーションの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックをま

とめる。 

第１１回 
・実習施設・機関の基本的理解： 

個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 希望種別に関するプレゼンテーションの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックをま
とめる。 

第１２回 
・実習施設・機関の基本的理解： 

個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 希望種別に関するプレゼンテーションの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックをま
とめる。 

第１３回 
・学習のまとめ 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた自己課題
についてまとめる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた自己課題
についてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーカーとしての社会福祉士について理解（テキスト pp36～54）：社会福祉士とソーシ

ャルワーカーとの関係、社会福祉士の役割についてまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 4回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 5回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅰの担当教員からの添削を受け、不明な点を明らかにする。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキスト pp.36～54 を参照のうえ、実習の中で価値・倫理、知識、技術をいかに形成すべきかレポー
トにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 5回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 6回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅰの担当教員からの添削を受け、不明な点を明らかにする。 

 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第９回 ・スーパービジョンの理解（テキスト pp.90～102）： 事前学習 テキスト pp.90～102 を熟読し、スーパービジョン



 

 

「スーパービジョン」の意味と機能について理解を
深める 

の機能についてノートにまとめる。 

事後学習 
スーパーバイジーのあるべき姿勢についてノート
にまとめる。 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅠ 

第１０回 

・事前学習として実習先を理解する意義について

（テキスト p.103）：  希望種別に関する事前学習
レポートをまとめる（課題 1） 

・社会福祉士資格取得に関する動機及び実習先種別

に対する動機の明確化 

事前学習 実習希望種別に関する情報を収集する。 

事後学習 実習コンピテンス問題パートⅠ テスト 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅠ及び解答用紙 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（S） （2 単位） 

３．科目番号 SSMP3181 

２．授業担当教員 北爪 克洋、田中 良幸 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実
習を軸として継続的に展開するよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、
文献調査、グループ討議、ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的

な学習、また実習前・中・後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱでは、ソーシャルワーク基礎実習の実施を軸として、実習実施、また実践に
必要な援助技術及び関連技術について学習するとともに、ソーシャルワーク実習の実施に向けて課題の明確

化、また課題達成に必要な知識及び技術について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）実習施設・機関に関する法的根拠、サービス内容、サービス利用者の特質について理解する。 

2）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術修得のための具体的方法について理解する、 

3）ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 

4）記録について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：実習施設・機関の施設概要についてまとめる。 

課題 2：ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』（第 2 版）、中央法規、2014 年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 実習施設・機関に関する法的根拠、サービス内容、サービス利用者の特質について理解する。 

2. 相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術修得のための具体的方法について理解する、 

3. ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 

4. 記録について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 

 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

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

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報
告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅰの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの講義内容、進め方の説

明： 

シラバスを用いて今後の講義の進め方、また実習（ソーシ

ャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実習）との関

連、各実習の実施について、「ソーシャルワーク基礎実習

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて用いたノ

ート（ファイル）の内容を確認し、自己課題

について明確化したうえで講義に臨む。 

事後学習 

講義での話し合いを踏まえ、ソーシャルワー

ク基礎（またソーシャルワーク実習）実施上

の課題についてノートにまとめる。 



 

 

シラバス」を配布し説明する 配布物  

第２回 

・ソーシャルワーク基礎実習 施設概要の作成：施設概要

作成に関する説明 

・ソーシャルワーク基礎実習研究課題の作成に関する説

明 

事前学習 実習施設・機関に関する資料を整理する。 

事後学習 施設概要の作成（課題 1） 

第３回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.160～181）：第 1 節～第 3 節 

・ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）の理

解：ソーシャルワーク基礎実習の目的と実習の全体像につ

いて内容を確認 

事前学習 
テキスト pp.160～181 を読み、実習活動につ

いて理解を深める。 

事後学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）

を作成する。 

第４回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.182～202）：第 4 節～第 6 節 

・ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）の作

成：ソーシャルワーク基礎実習について理解を深めるたえ

にプログラム（案）を作成してみる。 

事前学習 
テキスト pp.182～202 を読み、実習活動につ

いて理解を深める。 

事後学習 
作成したプログラム（案）について実習指導

担当教員から添削を受ける。 

第５回 
・ソーシャルワーク実習の目的と内容の理解：ソーシャル

ワーク実習の全体像と目的、課題について理解する 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」p.9 を熟読する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習においてすべきこと

がらについてノートにまとめ、口頭で説明で

きるようにする。 

第６回 
・実習記録の理解：実習記録の意義、記入方法、取扱い等

に関する説明と書き方演習（テキスト pp.226～238） 

事前学習 
テキスト pp.226～238 を読み、記録の意義、

内容について理解を深める。 

事後学習 
実習記録の形式を用いて日常の出来事を記

録する。 

第７回 

・実習スーパービジョン・巡回指導の理解（テキスト

pp.239～252）：巡回指導の目的と内容、スーパービジョン

について理解する 

・実習巡回教員への提出書類の作成について： 

ソーシャルワーク実習の巡回担当教員へ提出する調書の

作成について説明を受ける。 

事前学習 

テキスト pp.239～252 を熟読し、実習スーパ

ービジョンの目的と受け方についてノート

に概要をまとめる。 

事後学習 
実習巡回指導教員への挨拶用紙を作成し、実

習巡回教員への挨拶と打合せを行う。 

第８回 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理解

（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」・「社会

福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き」使用）： 

実習目標と目標を達成するための展開方法について説明

を受ける。 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」pp.20～の実習プログラミングの実習先

該当箇所に目を通す。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習の実習目標及びその

展開についてまとめる。 

第９回 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理解

（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」・「社会

福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き」使用）： 

実習目標と目標を達成するための展開方法について説明

を受ける。 

・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作

成し、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員

から添削を受ける。 

事後学習 
添削されたソーシャルワーク実習プログラ

ム（案）を修正する。 

第 10 回 ・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作

成し、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員

から添削を受ける。 

事後学習 
添削されたソーシャルワーク実習プログラ

ム（案）を修正する。 

第 11 回 ・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作

成し、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員

から確認を受ける。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員と協

議した実習プログラム（案）を、実習先指導

者へ提出、協議を行う（ソーシャルワーク実

習事前訪問の実施）。 

第 12 回 

・ソーシャルワーク実習目標に関する発表： 

ソーシャルワーク基礎実習研究課題 5 について、レポート

内容に関する報告を行う。 

事前学習 
報告のための資料準備とレポート内容の確

認を行う。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック

をまとめる。 

第 13 回 

・ソーシャルワーク実習に向けて最終確認：事故、緊急時

対応、保険、注意事項、評価、記録の提出等について 

・実習における契約構造の説明と実習生の義務・権利につ

いて確認 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」pp.38～42・p.54 を熟読し、実習中の留

意事項について理解する。 

事後学習 
実習生の義務と権利について学習したこと

をノートにまとめる。 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：実習施設・機関の施設概要についてまとめる。 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習記録の「施設概要」の用紙を用いる。 

実施時期：第 2回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 3回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅱの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成する。 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習記録の「ソーシャルワーク実習プログラム（案）」の用紙を用いる。 

実施時期：第 9 回から第 11 回の講義を通じてソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員からの添削とスーパービジョンを

受けたうえで作成する。 

提出期限：第 12回講義時までには提出すること。 

事後学習：作成されたソーシャルワーク実習プログラム（案）について、口頭で説明ができるようにすること。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ（C/N） （2 単位） 

３．科目番号 
SCMP4482 

SNMP4482 
２．授業担当教員 荻野 基行 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する

よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後

指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲでは、社会福祉実践に必要な知識と技術習得のための実習計画の作成、記録

の技法等、実習実施のための学習とともに、実習後指導を通じて実践評価を行い、実践上の課題を明確にす

る。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について明

確に説明することができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4）実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

5）実習実施後の総括を踏まえ、実践に向けた自己の課題を明確に文書化できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：実習配属施設・機関の施設概要について規定の書式にまとめなさい。 

課題 2：ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作成 

課題 3：実習報告書の作成 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014 年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

                      ※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について明

確に説明することができる。 

2. 実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3. 記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4. 実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

5. 実習実施後の総括を踏まえ、実践に向けた自己の課題を明確に文書化できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  20％ 

2. 課題 2  20％ 

2. 課題 3（実習報告書） 30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

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

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

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

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲの講義内容、進め方の説
明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱで作成した課題 1

を読み返し、修正箇所等を改善し講義に持参す
る。 



 

 

事後学習 

ソーシャルワーク実習の実施に至るまでに取
り組むべき自己課題についてノートにまとめ
る。 

第２回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.56～68 及び 141

～158） 

望まれる相談援助実習の在り方（3段階実習プログラム）
を踏まえてソーシャルワーク実習にて学ぶべき内容に

ついて理解する 

・ソーシャルワーク実習 施設概要の作成（課題 1）： 

施設概要作成に関する説明 

事前学習 

テキスト pp.167～175 を熟読し、「3 段階実習
プログラム」についてノートに概要をまとめ
る。 

事後学習 

3段階実習プログラムと本学のソーシャルワー
ク実習とを比較し、本学のソーシャルワーク実

習における 3 段階のあり方についてノートに
まとめる。またそれぞれの段階で行いたい事柄
を書き出す。 

第３回 

・ソーシャルワーク実習 施設概要の作成（課題 1）： 

施設概要作成 

・実習計画（本学では「実習プログラム（案）とする」）

の作成（テキスト pp.182～186）： 

実習プログラム（案）の意義と作成についての理解を深
める 

事前学習 
テキスト pp.182～186 を熟読し、実習計画の
意義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
作成した施設概要について、教員から添削を受
ける。 

第４回 

・ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作成
（課題 2）： 

実習プログラム（案）の記入と添削・確認 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
実習プログラム（案）の作成に必要な情報を収
集する。 

事後学習 
実習プログラム（案）に不足な点を補足し、教
員から添削を受ける。 

配布物 事前訪問について 

第５回 

・実習記録の理解（テキスト pp.226～238）： 

・実習記録の理解：実習記録の書き方演習 

実習記録の意義、書き方、取り扱い等に関する説明 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理
解 

事前学習 

テキスト pp.226～238 を熟読し、記録の意義
と記入の際の留意点についてノートにまとめ

る。 

事後学習 
第 6 回で配布された実習日誌（コピー・練習用）

に記録を記入し、添削を受ける。 

第６回 
・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理
解 

事前学習 
事前訪問の目的と留意点についてノートにま
とめる。 

事後学習 
事例をもとに「ソーシャルケースワーク記録」
の記入を行い提出する。 

配布物 
実習巡回指導教員への挨拶用紙、細菌検査・健
康診断について 

第７回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.239～260）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理解
する 

事前学習 

テキスト pp.239～260 を熟読し、実習スーパ
ービジョンの目的と受け方についてノートに
概要をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

第８回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導について
の理解 

実習指導教員（非常勤）からの指導及び打ち合わせ 

事前学習 
実習プログラム（案）内容を再確認し、口頭で

説明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前
訪問予定を立てる。 

第９回 

・ソーシャルワーク実習に向けて最終確認：事故、緊急
時対応、保険、注意事項、評価、記録の提出等について 

・実習における契約構造の説明と実習生の義務・権利に

ついて確認 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」pp.38～42・p.54 を熟読し、実習中の留意

事項について理解する。 

事後学習 実習に向けた準備を行う。 

配布物 実習の開始、終了に関する諸注意、実習誓約書 

第１０回 

・ソーシャルワーク実習の振り返り： 

ソーシャルワーク実習の目標と実際を照合し、自己評価

を行う 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録にま
とめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

第１１回 

・ソーシャルワーク実習の学習効果と課題の整理： 

ソーシャルワーク実習の実施を踏まえて実習報告書を
作成（課題 3） 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録にま

とめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

第１２回 実習の評価・総括（実習成果発表会）① 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーション
の準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックを
まとめる。 

第１３回 実習の評価・総括（実習成果発表会）② 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーション

の準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックを

まとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：実習施設・機関の施設概要についてまとめる。 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習記録の「施設概要」の用紙を用いる。 

実施時期：第 2回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 3回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅱの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：実習におけるリスクマネジメント（テキスト pp74~87）：個人情報保護法の理解を含め、実習におけ

るリスクマネジメントの必要性と重要性においてまとめなさい。 

        ※東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」pp.55～を熟読し制度としての個人情報保と倫理上

の守秘義務を参照すること。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 9回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 10回の講義時に提出する。 



 

 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅱの担当教員からの添削を受け、不明な点をなくす。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ（J） （2 単位） 

３．科目番号 SSMP3182 

２．授業担当教員 鈴木 雄司 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する

よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後

指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）実習先での実践を振り返り、クライエントへの援助実践に必要な技術と知識、また自己課題について明確

に説明できる。 

2）実習先での実践を振り返り、社会福祉専門職が行う各種手続きについて明確に説明できる。 

3）実習先での実践を振り返り、社会福祉専門職が行う相談援助業務について明確に説明できる。 

4）実習先での実践を振り返り、専門職間の連携について明確に説明できる。 

5）実習先での実践を振り返り、社会資源、関係機関との連携について明確に説明できる。 

6）倫理綱領の重要性について、実践（実習）をもとに理解を深め、実践に基づく説明ができる。 

7）自己の価値観念についてめとめ、それが援助にどのように反映するか考えをまとめられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1～7：講義日程に示す通り 

課題 8：実習報告書の作成 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014 年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

                      ※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 実習先での実践を振り返り、クライエントへの援助実践に必要な技術と知識、また自己課題について明

確に説明できる。 

2. 実習先での実践を振り返り、社会福祉専門職が行う各種手続きについて明確に説明できる。 

3. 実習先での実践を振り返り、社会福祉専門職が行う相談援助業務について明確に説明できる。 

4. 実習先での実践を振り返り、専門職間の連携について明確に説明できる。 

5. 実習先での実践を振り返り、社会資源、関係機関との連携について明確に説明できる。 

6. 倫理綱領の重要性について、実践（実習）をもとに理解を深め、実践に基づく説明ができる。 

7. 自己の価値観念についてめとめ、それが援助にどのように反映するか考えをまとめられる。 

○評定の方法 

1. 課題 1～課題 7  30％ 

2. 課題 8（実習報告書） 30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

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

3． 授業中は欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面を

もって報告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

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

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの振り返りと確認 事前学習 ソーシャルワーク実習指導Ⅱでの事前事



 

 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲの講義内容、進め方の説明 後学習ノートを振り返る。 

事後学習 
実習で用いた資料等を整理し、今後の学習

へ活かす。 

第２回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・社会福祉専門職についての理解： 

実習施設・機関で行われる各種手続きについてまとめる（課

題 1） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 1 の作成。 

第３回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・社会福祉専門職についての理解： 

実習施設・機関で行われている行事等の実施過程についてま

とめる（課題 3） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 3 の作成。 

第４回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・職種間連携についての理解： 

実習施設・機関における各部門職種とその機能・関係につい

てまとめる（課題 4） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 4 の作成。 

第５回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・機関の社会的連携についての理解： 

実習施設・機関と社会資源・関係機関との連携についてまと

める（課題 5） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 5 の作成。 

第６回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・専門職の倫理綱領と実践についての理解： 

実習施設・機関での実践と専門職倫理との関係性についてま

とめる（課題 6） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 6 の作成。 

第７回 

・実践事例の報告と検討： 

担当した事例（事業）についての報告と意見交換 

・ソーシャルワーカーとしての自分について理解を深める： 

自分の家族背景、交友関係等から、どのような価値観念をも

つようになったか、この価値観念が援助にどのように反映す

ると考えるかまとめる（課題 7） 

事前学習 
実習記録を整理し、課題に該当する項目を

抽出する。 

事後学習 課題 7 の作成。 

第８回 

・実習の全体総括（テキスト pp.324～328）： 

実習報告会の意義と方法について理解し、報告を行う 

・ソーシャルワーク実習の学習効果と課題の整理： 

ソーシャルワーク実習の実施を踏まえて実習報告書を作成 

事前学習 
テキスト pp.324～328 を熟読し、実習報告

会の意義について理解を深める。 

事後学習 実習報告書の作成 

第９回 実習の評価・総括（実習成果発表会）② 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーシ

ョンの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバッ

クをまとめる。 

第１０回 実習の評価・総括（実習成果発表会）③ 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーシ

ョンの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバッ

クをまとめる。 

第１１回 実習の評価・総括（実習成果発表会）④ 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーシ

ョンの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバッ

クをまとめる。 

第１２回 

・実習の評価について理解する（テキスト pp.290～308・及

び東京福祉大学ソーシャルワーク実習生自己評価表）： 

実習評価の意義について理解を深め、自己評価を行う 

事前学習 

実習活動を通じて自己について振り返り、

価値観念と実習行動等の関係性について

考察し、記録にまとめる。 

事後学習 実習自己評価を行う担当教員へ提出する。 

第１３回 
・実習後の学習課題（テキスト pp.310～321）： 

目標と結果の照合、今後の課題について明確化する 

事前学習 
実習及び報告によって明確化した今後の

課題を事後学習の報告とともにまとめる。 

事後学習 
実践活動に向けた自己課題について記録

にまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：社会福祉専門職についての理解 

実習施設・機関における相談援助業務についてレポートにまとめなさい（課題 2） 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 2回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 3回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：実習報告書の作成（課題 8） 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習報告書の書式に準じること。 



 

 

実施時期：第 9回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの指示に従い、期限内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ（B/P/SBPC 編）（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3182 

SCMP4482 

SBMP4482 

PSMP3482 
２．授業担当教員 荻野 基行、佐々木 貴雄、 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する

よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後

指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲでは、社会福祉実践に必要な知識と技術習得のための実習計画の作成、記録

の技法等、実習実施のための学習とともに、実習後指導を通じて実践評価を行い、実践上の課題を明確にす

る。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について明

確に説明することができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4）実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

5）実習実施後の総括を踏まえ、実践に向けた自己の課題を明確に文書化できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：ソーシャルワーク基礎実習の実施を踏まえて実習総括レポートを作成 

課題 2：ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作成 

課題 3：ソーシャルワーク実習報告書の作成 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014 年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

                      ※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について明

確に説明することができる。 

2. 実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3. 記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4. 実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

5. 実習実施後の総括を踏まえ、実践に向けた自己の課題を明確に文書化できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  20％ 

2. 課題 2  20％ 

2. 課題 3（実習報告書） 30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

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

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

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

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲの講義内容、進め方の説
明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱで作成した課題 1

を読み返し、修正箇所等を改善し講義に持参す
る。 



 

 

事後学習 

ソーシャルワーク実習の実施に至るまでに取
り組むべき自己課題についてノートにまとめ
る。 

第２回 

・ソーシャルワーク基礎実習の振り返り：ソーシャルワ

ーク基礎実習の目標と実際を照合し、自己評価を行う 

・ソーシャルワーク基礎実習の学習効果と課題の整理：

ソーシャルワーク基礎実習の実施を踏まえて実習総括

レポートを作成（課題 1） 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習を振り返り、実習プ
ログラムに関する自己評価を行う。 

事後学習 
課題 1 の作成（講義内で提示される提出期限厳
守）。 

第３回 
・ソーシャルワーク実習の目的と内容の理解：ソーシャ
ルワーク実習の全体像と目的、課題について理解する 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」p.9 を熟読する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習においてすべきことが

らについてノートにまとめ、口頭で説明できる

ようにする。 

第４回 

・ソーシャルワーク基礎実習の評価： 

返却されたソーシャルワーク基礎実習評価をもとに、自

己評価を実施 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理

解（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」・「社会福

祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き」使用）：実習目標

と目標を達成するための展開方法について 

・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成（課題
2） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」pp.20～の実習プログラミングの実習先該

当箇所に目を通す。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成

し、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員から

添削を受ける。 

第５回 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理

解（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」・「社会福

祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き」使用）：「実習記録」

及び「ソーシャルワークケース記録」の記載内容及び記

録方法について 

・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成につい

て 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成

し、ソーシャルワーク実習指導Ⅲ担当教員から

添削を受ける。 

事後学習 
事例をもとに「ソーシャルケースワーク記録」

の記入を行い提出する。 

第６回 

・ソーシャルワークケース記録の記載方法の理解： 

ジェノグラムとエコマップについて・プランニングにつ
いて 

・他職種連携とチームアプローチについての理解： 

実習施設・機関の他職種・他職員とのチームアプローチ
のあり方について考える 

・帰校指導について説明・理解 

事前学習 

10 日間のソーシャルワーク基礎実習、また 10

日間のソーシャルワーク実習を振り返り、他職
種連携に関する業務を想起する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習実施にあたり、他職種連
携・チームアプローチについて考察を深めるた

めの実習プログラムを具体的にする。 

第７回 

・地域社会への働きかけについての理解： 

実習施設・機関と関わる社会資源についてまとめたうえ

で、その関連性と働きかけの方法について考える 

・クライエントへの援助実践についての理解： 

クライエントへの支援において適用できる実践アプロ

ーチについて考察する 

事前学習 

10 日間のソーシャルワーク基礎実習、また 10

日間のソーシャルワーク実習を振り返り、施
設・機関と地域社会とのかかわりに関する事項

を想起する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習実施にあたり、社会資源

との連携について考察を深めるための実習プ
ログラムを具体的にするとともに実践モデル・
アプローチについて内容を確認する。 

第８回 

・専門職の倫理綱領と実践についての理解： 

実習施設・機関での実践と専門職倫理との関係性につい
て考える 

・実習の評価について理解する（テキスト pp.290～308・
及び東京福祉大学ソーシャルワーク実習生自己評価
表）： 

実習評価の意義について理解を深める 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）及びソ
ーシャルワーク実習 自己評価表の内容を確
認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習実施にあたり、専門職倫

理の実践について考察を深めるための実習プ
ログラムを具体的にする。 

第９回 

・ソーシャルワーク実習に向けて最終確認：事故、緊急
時対応、保険、注意事項、評価、記録の提出等について 

・実習における契約構造の説明と実習生の義務・権利に

ついて確認 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」pp.38～42・p.54 を熟読し、実習中の留意
事項について理解する。 

事後学習 実習に向けた準備を行う。 

第１０回 

・ソーシャルワーク実習の振り返り： 

ソーシャルワーク実習の目標と実際を照合し、自己評価
を行う 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録にま

とめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

第１１回 

・ソーシャルワーク実習の学習効果と課題の整理： 

ソーシャルワーク実習の実施を踏まえて実習報告書を
作成（課題 3） 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録にま
とめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

第１２回 実習の評価・総括（実習成果発表会）① 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーション
の準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックを
まとめる。 

第１３回 実習の評価・総括（実習成果発表会）② 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーション
の準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックを

まとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成する。（課題 2） 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習記録の「ソーシャルワーク実習プログラム（案）」の用紙を用いる。 



 

 

実施時期：第 5回の講義を通じてソーシャルワーク実習指導Ⅲ担当教員からの説明を受けたうえで作成する。 

提出期限：第７回講義時までには提出すること。 

事後学習：作成されたソーシャルワーク実習プログラム（案）について、口頭で説明ができるようにすること。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：実習報告書の作成（課題 3） 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習報告書の書式に準じること。 

実施時期：第 13回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの指示に従い、期限内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
体育（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2303 

２．授業担当教員 古俣 龍一 

４．授業形態 

・実技（小学校体育における各領域から抜粋した運動） 

・講義（実技で取り扱えない領域および保健領域に関わるもの） 

・ディスカッション（適宜グループで話し合いをし、より質の高い

運動や演技を考える） 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次秋期の「体育科指導法」と密接な関連性をもつ授業であることを理解し修得することが望ましい。 

７．講義概要 

○本授業では、以下に提示された小学校体育に関わるおもな学習内容を知るとともに、教育現場において本

講義で身に付けた知識・技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

・小学校学習指導要領における体育の目標、内容をおおまかに捉え、小学校における体育の位置づけを理解

する。さらに各領域におけるおもな運動を実技を通して経験することで、その運動特性を自身の身体で捉

え、体育指導に必要となる必要最低限の技能を身につけることができるようにする。 

・さまざまな子どもたちにおける個に応じた実技指導やその評価計画について理解することができるように

する。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．今日までの小学校体育科授業の位置づけについて理解することができる。 

２．小学校体育科指導に際して各運動領域における必要最低限の基本的運動技能を身につけることができる。 

３．体育指導を行う上での教師の留意事項や基本的な役割を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1．各領域の運動特性が子どもたちの成長にどのようにかかわっているのか簡潔に解説をする(ディスカ

ッション)。 

課題2．各運動領域の基礎的な運動を実践する。(実技試験) 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

・『小学校学習指導要領解説（総則編）』現行および新解説書 

・必要に応じて適宜資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・各運動領域における基礎的・基本的な運動技能を身に付けることができる。（学習目標 2） 

・体育指導を行う上での教師の留意事項及び基本的役割を身に付けることができる。（学習目標 3） 

・関心意欲をもって授業に参加している。（関心・意欲・態度） 

○評価の方法 

・成績評価については、授業への積極的参加度（50％）、実技試験（30％）、レポート課題（20％）の結果を総

合的に判断した。また、上記のほかに、本学既定に定められている 3/4 以上の出席が単位取得の条件である

ことも配慮した。さらに外国人留学生については日本人とは同一の評価規準ではなく配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

体育における各領域の中のさまざまな遊びや運動はどれをとっても子どもたちにとって重要な意味をもっ

ています。 

子どもたちは校庭や体育館のような広いところを見ると早速、走り、遊び始めます。じつは、これは子ど

もたちがもっている本来の自然の姿であり、生理学的にも説明が可能です。そんな子どもたちの特性をしっ

かり把握し、各種運動の特性も捉えつつ、子どもたちが楽しく安全に運動できるような基礎的技能を実技を

通して学んでいきます。 

本講座はほとんどが実技です。実技の際には、必ず体育着で臨んでください。ジーパンは禁止です。また、

体育館での運動は体育館シューズが必要です。これは運動をするに当たっての最も基本的な事項であり、将

来、教育現場に携わる皆さんにとっては極めて常識的な指示であることをおさえてください。 

なお、本講座がある日の前日は睡眠を十分に確保し、また、当日の朝は食事をしっかりとり、体調を整え

て臨んでください。毎時間、準備運動の一環として必ず持久走をします。 

13．オフィスアワー 春期、秋期とも別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（本講義の必要性や意義、今後の授

業の流れ、授業の約束 等） 

事前学習 
本講義内容をシラバスにてあらかじめ把握

し臨む。 

事後学習 
本講義の意義や種々の約束ごとを理解する。

体調管理に十分留意。 

第２回 

「集団行動」 ＜実技＞ 

＊集合、整列など学級経営上、体育の果たす役割の重要

性を理解する。中でも、早期における基本的な集団行

動の必要性を知る。また、準備・整理運動における役

割にも注目させ、必要となるスキルを習得することが

できる。 

事前学習 集団行動の必要性･重要性について考える 

事後学習 

集団行動と学級指導は密接にかかわる部分

があることを理解し、その指導の重要性を知

る。 

第３回 

「鬼遊び」 ＜実技・ディスカッション＞ 

＊低学年でよく取り扱われる「鬼遊び」を実際に行い、

その特性を知り、質、量ともに、より、高度かつ楽し

い鬼遊びを考えることができる。 

事前学習 各種鬼遊びをいくつか考え、用意する。 

事後学習 
低学年で頻繁に取り扱われる鬼遊びの必要

性について理解する。 

第４回 

「器械運動」① ＜実技・ディスカッション＞ 

＊マット遊び・運動における数種の技の必要最低限のス

キルを身につけ、お互いに教え合えることができる。

（実技試験あり） 

事前学習 
各種器械運動の種類を挙げられるようにす

る。① 

事後学習 用具の取り扱いについてしっかり指導でき



 

 

るようにする。 

第５回 

「陸上運動」① ＜実技・ディスカッション＞ 

＊障害走の特徴を知り、高学年のハードル走における跳

び方の工夫について考え、より理想的な跳び方を習得

することができる。 

事前学習 障害走の系統性を理解する。 

事後学習 
高学年におけるハードル走の特性をしっか

り押さえる。 

第６回 

「表現運動」 ＜実技・ディスカッション＞ 

＊ある事象を表現することは体育の運動領域にとって

重要な部分であり、これをグループで協力し合って発

表する意義もまた子どもたちにとって必要であるこ

とを知ることができる。（実技試験あり） 

事前学習 
体育の学習指導要領における表現運動の歴

史を調べる。 

事後学習 
体育における表現運動の位置づけとその意

義を理解する。 

第７回 

「ゲーム」① ＜実技・ディスカッション＞ 

＊ゴール型ゲームのひとつであるバスケットボールの

特性を知り、ドリブル、シュート（ランニングシュー

ト、ジャンプシュート）などの最低限のスキルを習得

できるようにする。また、チームで作戦を立て、簡単

なゲームをすることができる。（実技試験あり） 

事前学習 
発達段階に応じたゲームを自分なりに列挙

できるようにする。① 

事後学習 
ゲーム領域ではタイプの異なるゲームがあ

ることを知る。 

第８回 

「器械運動」② ＜実技・ディスカッション＞ 

＊跳び箱の特性を知り、低学年から高学年で必要となる

各種のスキルを身に付け、お互いに見合いながら演技

することができる。（実技試験あり） 

事前学習 
各種器械運動の種類を挙げられるようにす

る。② 

事後学習 
躓く児童に対してのサポートの実際を理解

する。 

第９回 

「陸上運動」② ＜実技・ディスカッション＞ 

＊リレーにおける理想的なバトンの受け渡しの仕組み

を理解し、チームで協力し合ってより質の高いレース

展開をすることができる。 

事前学習 走･跳の運動の系統性を理解する。 

事後学習 リレーに際しての指導の実際を理解する。 

第１０回 

「ゲーム」② ＜実技・ディスカッション＞ 

＊ベースボール型ゲームであるソフトボールを実際に

体験し、チームで協力し合って、よりよいゲームにす

るための工夫することができる。 

事前学習 
発達段階に応じたゲームを自分なりに列挙

できるようにする。② 

事後学習 
ベースボール型ゲームの利点と問題点につ

いて理解する。 

第１１回 

「器械運動」③ ＜実技＞ 

＊鉄棒の各種の技を紹介、各自治体で出された過去問な

どにも挑戦して「逆上がり」「前方支持回転」などの必

要最低限の技ができる。（実技試験あり） 

事前学習 
各種器械運動の種類を挙げられるようにす

る。③ 

事後学習 鉄棒のおもな技を系統的に理解する。 

第１２回 

「スポーツ大会」＜実技＞ 

＊スポーツ大会をみんなで計画し運営できる能力を養

う。 

事前学習 スポーツ大会の運営方法を考える 

事後学習 
ひとつの大会を協力して行なうことの大切

さを理解する。 

第１３回 

まとめと評価＜筆記＞ 

＊本講義で既習した各領域における運動の特性や実施

に当たっての注意事項が習得されているかに関する

評価を行う。 

事前学習 
これまで学習してきた各領域における指導

のポイントをまとめておく。 

事後学習 
実際の現場でも応用できるよう指導のポイ

ントをしっかり抑える。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「小学校各学年における「水遊び・水泳」について、①「授業の目的・意義」②「本領域の系統的な流

れ」を説明するとともに、③任意の学年における授業の実際の流れを簡単に紹介しなさい」 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）  

実施時期：第 9回の授業後に実施する。  

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で

行う。 

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

課題研究

２ 

課題研究テーマ：小学校各学年における「保健学習」の 5 つの学習項目について、①「授業の目的・意義」を説明し、

②任意の学年における 1 時間分の実際の授業の流れを紹介しなさい。その際、何故その学習項目を選んだのかその理由

も述べなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 実施時期：第 11 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で

行う。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 体育（幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP2380 

２．授業担当教員 佐藤 友樹 

４．授業形態 
実技を中心に実施し、適宜講義(実技で扱えない領域・保健領域)

やディスカッション、グループでの発表を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今の日本では生活習慣病の予防・改善や平均寿命の延伸などにより、運動やスポーツ、健康への関心が高

まってきている。このことから、体育は生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現す
るために重要な科目となっている。また、子どもの体力は低下しており、幼児や児童の体力向上のために体
育は重要な位置づけとなる科目である。 

この授業では、小学校学習指導要領や幼稚園教育要領を踏まえ、教育現場で実際に指導を行える能力を学
習していく。学習指導要領に応じて、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てることができる
ようになるとともに、健康の保持増進、体力の向上を養うための技能や知識を身につけ、指導できるように

なることを目的とする。また、幼稚園教育の現場で行われる運動を指導できるようにすることを目的とする。 
・幼稚園「健康」・小学校学習指導要領における「体育」の目標、内容の概要を捉え、「健康」および「体育」
の位置づけを理解する。さらに各領域におけるおもな運動を実技を通して経験することで、その運動特性を

自身の身体で捉え、健康・体育指導に必要となる最低限の技能を身につけることができるようにする。具体
的には以下の①②に示す通りである。 
①正しい運動の方法を理解し、正しく運動ができるようにする。 

②ただし各種運動を指導できるためのポイントを押さえ理解する。 
・さまざまな子どもたちにおける個に応じた実技指導やその評価計画について理解することができるように
する。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 
１．今日までの幼・小の体育授業の位置づけについて理解することができる。 

２．小学校体育指導に際しては、各運動領域における必要最低限の運動技能を身につけることができる。 
３．幼稚園教育の現場で行われる運動については、正しい指導ができるとともに基本的な運動の模範を見

せることができるようにする 

４．体育指導を行う上での教師の留意事項や基本的な役割を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実技試験：なわとび運動、マット運動、鉄棒運動。 

課題レポート：各運動の指導法について論述する。 

10．教科書・参考書・

教材 

必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１.幼稚園教育の現場で行われる各運動領域における必要最低限の運動技能を身につけることができたか。 

２.幼稚園教育の現場で行われる運動については、正しい指導ができるとともに基本的な運動の模範を見せる

ことができるようになったか。 

３.運動遊びの指導を行う上での教師の留意事項や基本的な役割を身につけることができたか。 

○評定の方法 

1.授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2.課題レポート      20％ 

3.実技試験        30％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

第 1回～第 3回の授業は、教室で実施する。 

第 4回～第 12回の授業は、体育館で実技となるので運動ができる服装を準備すること。原則、ジャージで参

加すること。また、体育館シューズを準備すること。 

本授業においてはノートを準備し、各運動の指導法をメモすること（第 2回の授業から）。なおこの指導法を

メモするノートは、成績評価の対象とする。 

第 13回の授業は、教室で授業の振り返りを行う。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 
事前学習 

シラバスに目を通して本授業内容を確認す

る。 

事後学習 今後の学習計画を立てる。 

第２回 保健学習 
事前学習 「保健」の意味を調べる。 

事後学習 幼児期における「保健」の要点を整理する。 

第３回 指導の理論 
事前学習 各運動の指導法について調べる。 

事後学習 各運動の指導法について整理する。 

第４回 体力テスト 
事前学習 体力テストとの項目について調べる。 

事後学習 測定結果を分析する。 

第５回 伝承あそび 
事前学習 伝承あそびの種類について調べる。 

事後学習 伝承あそびの指導法について整理する。 

第６回 なわとび運動 
事前学習 

なわとび運動がどのような運動なのか調べ

る。 

事後学習 なわとび運動の指導法について整理する。 



 

 

第７回 マット運動 
事前学習 マット運動がどのような運動なのか調べる。 

事後学習 マット運動の指導法について整理する。 

第８回 鉄棒運動 
事前学習 鉄棒運動がどのような運動なのか調べる。 

事後学習 鉄棒運動の指導法について整理する。 

第９回 跳び箱運動・平均台運動 

事前学習 
跳び箱運動・平均台運動がどのような運動な

のか調べる。 

事後学習 
跳び箱運動・平均台運動の指導法について整

理する。 

第１０回 実技試験 
事前学習 実技テストの内容について調べる。 

事後学習 実技テストの結果を振り返る。 

第１１回 水泳・野外活動 
事前学習 

水泳・野外活動がどのような運動なのか調べ

る。 

事後学習 水泳・野外活動の指導法について整理する。 

第１２回 指導の実践 
事前学習 指導の準備をする。 

事後学習 指導を振り返る。 

第１３回 まとめ(授業の振り返り) 
事前学習 

授業内で取り扱った各運動の指導法につい

て調べる。 

事後学習 指導ノートを完成させる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：幼児に対しボール運動を指導する際の留意事項（例：安全面の配慮、学習のねらい等）について 

        レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（１０００字程度） 

       指定のレポート用紙を授業内で配布します 

実施時期：第３回の授業後に実施 

提出期限：第４回の授業終了時までに提出 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第５回授業終了後に実施教室（体育館）で行う。 

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

事後学習：ボール運動の指導法について整理する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：幼児に対し表現運動・リズム運動を指導する際の留意事項（例：安全面の配慮、学習のねらい等） 

        についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（１０００字程度） 

       指定のレポート用紙を授業内で配布します 

実施時期：第１０回の授業後に実施 

提出期限：第１１回の授業終了時までに提出 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に実施教室（体育館）で行う。 

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

事後学習：表現運動・リズム運動の指導法について整理する。 

 



 

 

 

１．科目名（単位

数） 
体育（幼） （2単位） 

３．科目番号 
SJMP2380 
SJMP2280 

２．授業担当教員 相原 豊 

４．授業形態 
実技を中心に実施し、適宜講義(実技で扱えない領域・保健領域)

やディスカッション、グループでの発表を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今の日本では生活習慣病の予防・改善や平均寿命の延伸などにより、運動やスポーツ、健康への関心が高

まってきている。このことから、体育は生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現す
るために重要な科目となっている。また、子どもの体力は低下しており、幼児や児童の体力向上のために体
育は重要な位置づけとなる科目である。 

この授業では、小学校学習指導要領や幼稚園教育要領を踏まえ、教育現場で実際に指導を行える能力を学
習していく。学習指導要領に応じて、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てることができる
ようになるとともに、健康の保持増進、体力の向上を養うための技能や知識を身につけ、指導できるように

なることを目的とする。また、幼稚園教育の現場で行われる運動を指導できるようにすることを目的とする。 
・幼稚園「健康」・小学校学習指導要領における「体育」の目標、内容の概要を捉え、「健康」および「体育」
の位置づけを理解する。さらに各領域におけるおもな運動を実技を通して経験することで、その運動特性を

自身の身体で捉え、健康・体育指導に必要となる最低限の技能を身につけることができるようにする。具体
的には以下の①②に示す通りである。 
①正しい運動の方法を理解し、正しく運動ができるようにする。 

②ただし各種運動を指導できるためのポイントを押さえ理解する。 
・さまざまな子どもたちにおける個に応じた実技指導やその評価計画について理解することができるように
する。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 
１．今日までの幼・小の体育授業の位置づけについて理解することができる。 
２．小学校体育指導に際しては、各運動領域における必要最低限の運動技能を身につけることができる。 

３．幼稚園教育の現場で行われる運動については、正しい指導ができるとともに基本的な運動の模範を見
せることができるようにする 

４．体育指導を行う上での教師の留意事項や基本的な役割を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ 各運動領域の指導ポイントと応用について解説する（レポート） 

課題２ 各運動領域の基本的な運動指導の方法を実践する（実技試験） 

10．教科書・参考

書・教材 
教科書：必要に応じて適宜資料を配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１.幼稚園教育の現場で行われる各運動領域における必要最低限の運動技能を身につけることができたか。 

２.幼稚園教育の現場で行われる運動については、正しい指導ができるとともに基本的な運動の模範を見せる

ことができるようになったか。 

３.運動遊びの指導を行う上での教師の留意事項や基本的な役割を身につけることができたか。 

○評定の方法 

1.授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2.課題レポート      20％ 

3.実技試験        30％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

教員・指導者としての心構えで受講してください。 

実技等を行う場合はジャージで参加すること（ジーンズ、スウェット等は禁止） 

室内では体育館シューズが必要です。 

13．オフィスアワー 講義内で周知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

講義の目的と授業展開・保健領域について 

事前学習 幼稚園教育要領・学習指導要領に目を通す 

事後学習 各要領の体育領域をまとめる 

第２回 
体つくり運動 

体ほぐしを含めて準備運動から運動遊び 

事前学習 体つくり運動について予習しておく 

事後学習 体つくり・ほぐし・準備運動をまとめる 

第３回 体操・集団行動 
事前学習 体操・集団行動について予習しておく 

事後学習 体操・集団行動についてまとめる 

第４回 
陸上運動系 

〇走・跳・投の運動 

事前学習 走・跳・投の運動について予習しておく 

事後学習 走・跳・投の運動についてまとめる 

第５回 陸上運動系のまとめ 
事前学習 今まで学習した運動のポイントをまとめる 

事後学習 指導プログラムを作成する 

第６回 
器械運動系 

〇マット運動 

事前学習 マット運動について予習しておく 

事後学習 マット運動についてまとめる 

第７回 
器械運動系 

〇跳び箱運動 

事前学習 跳び箱運動について予習しておく 

事後学習 跳び箱運動についてまとめる 

第８回 器械運動系 事前学習 鉄棒運動について予習しておく 
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〇鉄棒運動 事後学習 鉄棒運動についてまとめる 

第９回 器械運動系の実技試験 
事前学習 今まで学習した運動のポイントをまとめる 

事後学習 指導プログラムを作成する 

第１０回 
ボール運動系 

ボールゲームの種類 

事前学習 ボールゲームについて予習しておく 

事後学習 
ボールゲームについて指導プログラム作成

をする 

第１１回 
ボール運動系 

ゴール型ゲーム 

事前学習 ゴール型ゲームについて予習しておく 

事後学習 
ゴール型ゲームについて指導プログラム作

成をする 

第１２回 
ボール運動系 

ネット型ゲーム 

事前学習 ネット型ゲームについて予習しておく 

事後学習 
ネット型ゲームについて指導プログラム作

成をする 

第１３回 
表現運動系 

リズム遊び・表現遊び＋全講義まとめ 

事前学習 表現リズム遊びについて予習しておく 

事後学習 
表現リズム遊びについてプログラム作成を

する。また全種目のまとめをする。 

課題研究

１ 

課題研究（器械運動における実施と補助について） 

実施時期：第 8回の授業後に実施する。 

レポート形式：A4用紙 3枚、1種目 1枚＝3種目 （１０００字程度）指定のレポート用紙を授業内で配布します 

提出期限：第 10 回の講義前に提出。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜

指導する。  

事後学習：器械運動の補助方法を整理する。 

課題研究

２ 

課題研究（水泳運動の 4泳法ポイント） 

実施時期：第 1３回授業後に実施する。 

レポート形式：A4用紙 4枚、１泳法 1枚＝4泳法（１０００字程度）指定のレポート用紙を授業内で配布します 

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

事後学習：水泳における 4泳法を整理する 

提出期限：全講義終了後から 1週間を期限とする。 
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１．科目名（単位

数） 
第二言語習得理論 （2単位） 

３．科目番号 EIJP2341 

２．授業担当教員 野口 芙美 

４．授業形態 講義、演習（グループワークを含む） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

第二言語を学び習得する際の理論や問題点について学んでいく。第二言語習得は、日本語や外国語教師にな

ることを目指すものにとって必要な知識である。本講座では、基本的な専門用語や、第二言語習得の際に起

こる問題について学ぶ。 

８．学習目標 第二言語習得(SLA)の基本的な概念の理解を目的とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．毎授業ごとにワークシートを配布し、それに沿ってペアワークやグループワークを行いながら授業を進め

る。ペアワーク・グループワークでの内容は授業後にワークシートにまとめ、授業の感想とともに次回の授

業で提出する。 

2．学習者の発話を分析し（課題研究Ⅱ）、フィードバックを踏まえ分析結果をまとめて発表する（第13回授

業）。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】高見沢孟 監修『新・はじめての日本語教育 1 日本語教育の基礎知識』アスク出版、2016 年※

「日本語教育の理論と方法」でも使用 

【参考書】大関浩美著『日本語を教えるための第二言語習得論入門』くろしお出版、2010 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）第二言語習得（SLA）の基本的な概念について自分のことばで説明できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、第二言語（外国語）はどのように習得されるのか、なぜ誤用が起こるのかといった第二言語

習得の仕組みや理論を学び、どのような指導が効果的か検討していく。日本語を教える日本語教師としても

必要な知識であることはもちろんだが、自身の外国語学習にも大いに役立つ内容となるはずである。これま

での学習経験、周りの日本語学習者の発話などを振り返りながら、授業に参加してほしい。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション  

第７章 心理学 -学ぶことのメカニズム- 

1. 心理学と日本語教育 /  2．現代の心理学とは？ 

3. 学習(learning)とは- /  4.学習の形態 

5. 発達の成熟と学習の関係 

事前学習 

自身の外国語学習経験を振り返り、難しかっ

たことやこれまでの誤りについて考えてく

る。 

事後学習 
教科書 pp.222～229に目を通しておく。 

第２回 第７章 6 初期学習  /  7. 言語の習得と臨界期 
事前学習 教科書 pp. 232～237を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第３回 第７章 8. 条件づけ学習  /  9. スキナーの行動分析 
事前学習 教科書 pp. 238～245を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第４回 
第７章 10. スキナーの行動分析の教育への応用 

    11. 心理学とほかの領域との関連 

事前学習 教科書 pp. 246～250を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 

第５回 

第 8章 第二言語習得 

1. 母語習得に関する理論の展開 

2. 学習者の言語の特徴-中間言語① 

事前学習 教科書 pp. 252～257を熟読しておく。 

事後学習 
ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第６回 第 8章 2. 学習者の言語の特徴-中間言語②- 
事前学習 教科書 pp. 258～262を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第７回 

第 8章 3. 第二言語習得における学習者の母語の影響 

Ⅰ母語の影響の再検討  

Ⅱコミュニケーションにおける学習者の母語の影響 

事前学習 教科書 pp. 263～269を熟読しておく。 

事後学習 
ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第８回 
第 8章 3. 第二言語習得における学習者の母語の影響 

Ⅲ 母語の影響を説明する言語学的アプローチ 

事前学習 教科書 pp. 269～273を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第９回 
第 8章 4. 学習者と母語話者の談話 

学習者の発話分析について 

事前学習 教科書 pp. 273～279を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１０回 第 8章 5. 教室指導と第二言語習得 
事前学習 教科書 pp. 280～285を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１１回 第 8章 6. 第二言語習得に関係する個別要因 
事前学習 教科書 pp. 286～291を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１２回 

第 9章 学習ストラテジー  

1. 言語学習はだれが管理しているのか？ 

2．オックスフォードによる学習ストラテジーの分類 

事前学習 教科書 pp. 294～305を熟読しておく。 

事後学習 
ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 



 

 

3．シャモットによる学習ストラテジーの指導法 

第１３回 
学習者の発話分析発表 

これまでの内容の振り返り、期末試験の準備 

事前学習 
教科書、学習内容を復習し、疑問点を明らか

にしておく。 

事後学習 
教科書、ワークシートを復習し、期末試験の

準備をする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 4回の講義内容を踏まえて、心理学を応用した教育についてレポートを書くこと。自身が

教える立場になった時にどのようなことを実施したいかを、学んだことを根拠として挙げながらまとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚以上（1,200字～） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

     提出されたレポートは添削して返却し、質疑応答・意見交換を第 8回授業終了後に教室で行う。添削内容等

について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付ける。 

事後学習：添削指導を踏まえ、学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：学習者の発話を分析する。 

レポート形式：分析方法、分析対象、結果、考察をまとめること。（提出用のワークシートを配布） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出されたレポートは添削して返却し、質疑応答・意見交換を第 12回授業終了後に教室で行う。添削内容等

について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付ける。 

事後学習：添削指導を踏まえ、学んだことをまとめる（第 13回に発表）。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
多文化理解入門 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1335 

GELA1135 
２．授業担当教員 志手 和行 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

現代はグローバル化の影響で以前にもまして人やモノが国境を越え移動するようになり、文化背景が異な
る他者が日常の中で身近に存在している。その一方、文化を共有している人々の間では常識であることも、

文化背景が異なると相手は自分と同じ考え方をするとは限らないし、自分とは異なった行動をすることもあ
る。そのような文化の違いにより誤解などが生じることもあるため、「文化」の影響について知ることは多文
化共生のために特に大切である。 

本講義では異なった文化背景を持つ様々な他者の理解を深めると共に、自文化、つまりは自分について理
解することも目的とする。自分とは異なる文化背景を持つ他者に向かい合うことで、自分と自分が属する文
化への理解を深めていく。また多文化理解を促進する態度や技能を個人ワーク、ペアワーク、グループディ

スカッションを通し身につけていく。 

８．学習目標 

１．「文化」という概念についての理解を具体例を通し、説明できるようになる。 

２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになる。 
３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになる。 
４．多文化理解を促進する態度や技能を身につける。 

５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．事前学習課題として指定された教科書の課題を実施した上で授業に臨むこと。 

2．事後学習課題では、授業内で扱った内容の理解を定着できるよう教科書を再度よく読み、各章に応じた課

題に取り組むこと。 

3．第３回と第８回の授業時、それまでの学びの振り返りのために「自文化」と「異文化」についてそれぞれ

小レポートを課す。 

10．教科書・参考
書・ 

教材 

【教科書】原沢 伊都夫著 『異文化理解入門』研究社、2013年。 

【参考書】授業時に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「文化」という概念についての理解を具体例を通し、説明できるようになったか。 

２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになったか。 

３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになったか。 

４．多文化理解を促進する態度や技能を身につけることができたか。 

５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％  

12．受講生への 

メッセージ 

グローバル化の進展に伴い、異文化・多文化理解は今後益々重要視されることとなる。この授業では、意識、

無意識に関わらず我々が身近に経験する異文化・多文化的要素について取り扱う。「カルチャーショック」は

典型的な例と言える。グループワークを主に実施していくので、積極的な授業参加を期待する。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 シラバスの説明、第 1章 異文化を理解する(pp. 19-24) 
事前学習 

「文化とは何か」について自分なりの答えを

考えておく。 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 
第 2章 文化とは(その 1) 

(pp. 29-36) 

事前学習 
第 2章を読み、確認チェック 2、3、4を教科

書またはノートに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、考えるポイント (p.36) を通

じて自身の体験について振り返る。 

第３回 
第 3章 文化とは(その 2) 

(pp. 41-52) 

事前学習 
第 3 章を読み、ワーク 2 と確認チェック 5、

6を教科書またはノートに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、自文化についての小レポート

を書く。 

第４回 
第 4章 異文化適応 

(pp. 57-66) 

事前学習 
第 4章を読み、確認チェック 7を教科書また

はノートに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、考えるポイント (pp.65-66) 

を通じて自身の体験について振り返る。 

第５回 
第 6章 違いに気づく 

(pp. 79-87) 

事前学習 
第 6章を読み、事例 1と事例 2について自分

の考えをノートにまとめておく。 

事後学習 
同章を復習し、ワーク 3を通じて発想の転換

を試みる。 

第６回 
第 7章 異文化の認識 

(pp. 93-99) 

事前学習 
第 7章を読み、確認チェック 8、9を教科書ま

たはノートに書き込んでおく。 

事後学習 同章を復習し、考えるポイント (p.99) を通



 

 

じて自身の体験について振り返る。 

第７回 
第 8章 差別を考える 

(pp. 105-111) 

事前学習 
第 8章を読み、大切だと思う部分をノートに

まとめておく。 

事後学習 
同章を復習し、考えるポイント (p.111) を

通じて自身の体験について振り返る。 

第８回 振り返り － 自文化と異文化理解について 

事前学習 
これまで学んだことを「まとめプリント」を

通じて振り返る。 

事後学習 
同章を復習し、異文化理解についての小レポ

ートを書く。 

第９回 
第 9章 世界の価値観 

(pp. 117-126) 

事前学習 
第 9章を読み、ワーク 5を教科書またはノー

トに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、考えるポイント (p.126) を

通じて自身の体験について振り返る。 

第１０回 
第 11章 異文化受容 

(pp. 143-150) 

事前学習 
第 11章を読み、確認チェック 10を教科書ま

たはノートに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、考えるポイント (p.150) を

通じて自身の体験について振り返る。 

第１１回 
第 12章 自分を知る 

(pp. 155-163) 

事前学習 
第 12章を読み、ワーク 6、7を教科書または

ノートに書き込んでおく。 

事後学習 
同章を復習し、授業内グループワークで得た

意見を整理しておく。 

第１２回 第 15章 多文化共生社会の実現に向けて(pp. 193-196) 

事前学習 
第 15章を読み、ワーク 12を自分なりに考え

ノートにまとめておく。 

事後学習 
ワーク 12 のグループ発表ができるよう準備

をする。 

第１３回 
まとめ 1 － 多文化共生社会の実現に向けたグループ発

表 

事前学習 
ワーク 12 のグループ発表のリハーサルをし

て本番に備える。 

事後学習 
自分のグループと他グループの発表で得た

学びについて整理しておく。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「第 13章 非言語コミュニケーション(pp. 169-176)」 

実施時期：第 11回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：第 13章を読み、ワーク 8、9を教科書またはノートに書き込んでおく。      

事後学習：同章を復習し、ワーク 9で得たグループ内の意見を整理しておく。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「多文化共生社会の実現」についてグループ発表の内容に基づきレポートを作成しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,000字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：期末試験期間内の当授業の開講時間開始時に提出する。 

     提出後、グループ内でレポート内容の共有・質疑応答・意見交換を行う。その際に質問等あれば受け付け適

宜指導する。 

事後学習：レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。また添削された課題を１週間後に受け取

り振り返りをする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4単位） 

３．科目番号 

SSMP2104 

SBMP2104 

SCMP2104 

SPMP2104 

SNMP2304 

PSMP2404 

２．授業担当教員 佐藤 惟 

４．授業形態 講義、グループディスカッション・作業及び発表 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

地域福祉の基本的な考え方、主体と対象、係る組織、団体及び専門職や地域住民、地域福祉の推進方法を
学ぶとともに、地域援助技術としてのコミュニティワーク、コミュニティソーシャルネットワークの実践方

法を身につける。 

８．学習目標 

・地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を含

む）について説明できる。 
・地域福祉の主体と対象について理解し説明できる。 
・地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について把握することができる。 

・地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法について把握し、そ
の実際について説明できる。 

・地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域ト

ータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解し説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

関東地方の自治体を1つ選び、その自治体の地域特性、地域福祉計画の策定状況、地域福祉の実践団体等につ

いてレポートにまとめて発表してもらう。レポートの形式等については授業内で指示する。確認テストは、

概ね6～8回に1回のペースで行われる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』中央法規出版。 

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

3. 地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法及びその実際につ

いて理解する。 

4. 地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域

トータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解する。 

○評定の方法 

1. 受講態度・参加姿勢等 40％（全授業の 3/4以上の出席が必要）遅刻（10分程度迄）は 3回で 1回休み

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講生

は上記の目的のため、下記の事を守ることが期待されている。 

1.授業中はつねに集中力を保って受講すること。積極的態度で授業に参加することが期待されている。 

2.授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチを切っておくこと。 

3.授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由

を必ず教師に書面をもって報告すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。 

5. 授業の中では、教科書や配布資料の輪読に加え、過去の試験問題の検討等も行う予定である。国試受験予

定の有無にかかわらず、積極的な参加が望まれる。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバス、講義概要、試験に

ついての説明等、その他） 

事前学習 事前に講義概要について目を通しておく。 

事後学習 地域福祉論のねらいについてまとめる。 

第２回 コミュニティソーシャルワークの考え方；映像視聴 

事前学習 
コミュニティソーシャルワーク、社会福祉協議会

について、インターネット等で調べておく。 

事後学習 
コミュニティソーシャルワークについて復習す

る。教科書 pp.134～142を読む。 

第３回 
コミュニティソーシャルワークの展開とシステム、

方法 

事前学習 教科書 pp.143～155を読む。 

事後学習 地域アセスメントの方法についてまとめる。 

第４回 
専門他職種のチームアプローチとコミュニティソー

シャルワーク、専門職と住民の関係；映像視聴  

事前学習 教科書 pp.156～172を読む。 

事後学習 専門職と住民の関係について復習する。 

第５回 地域のとらえ方と福祉圏域；グループ発表の説明 
事前学習 教科書 pp.41～51を読む。 

事後学習 福祉圏域の考え方について復習する。 

  



 

 

第６回 
地域コミュニティ型組織とアソシエーション型組

織；確認テスト① 

事前学習 教科書 pp.52～56を読む。 

事後学習 
地域コミュニティ型組織とアソシエーション型

組織について復習する。 

第７回 
地域福祉の実施主体①自治会・町内会と孤立死問

題；グループ分け 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 町内会・自治会の仕事についてまとめる。 

第８回 孤立死問題と個人情報保護；映像視聴 
事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 孤立死問題についてまとめる。 

第９回 
地域福祉の実施主体②民生委員・児童委員、保護司；

映像視聴 

事前学習 教科書 pp.116～125を読む。 

事後学習 民生委員・児童委員についてまとめる。 

第１０回 
地域福祉の実施主体③社会福祉法人、NPO法人、コ

ミュニティビジネス 

事前学習 教科書 pp.101～115を読む。 

事後学習 社会福祉法人と NPO法人についてまとめる。 

第１１回 地域福祉の実施主体④社会福祉協議会 
事前学習 教科書 pp.89～100を読む。 

事後学習 社会福祉協議会についてまとめる。 

第１２回 
外部講師による講演：社会福祉協議会による仕事の

実際 

事前学習 教科書 pp.89～100を読む。 

事後学習 講演を聞いて学んだことをまとめる。 

第１３回 
地域福祉の実施主体⑤地域包括支援センターと地域

包括ケアシステム；映像視聴 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 地域包括支援センターについてまとめる。 

第１４回 
地域福祉の実施主体⑥子育て世代包括支援センタ

ー；確認テスト② 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 子育て世代包括支援センターについてまとめる。 

第１５回 地域福祉計画と地域福祉活動計画 

事前学習 教科書 pp.78～88を読む。 

事後学習 
地域福祉計画と地域福祉活動計画の違いについ

て復習する。 

第１６回 地域における福祉ニーズの把握方法と実際 

事前学習 教科書 pp.240～252を読む。 

事後学習 
質的な福祉ニーズと量的な福祉ニーズについて

まとめる。 

第１７回 
住民の参加と方法、ローカルガバナンス；グループ

発表① 

事前学習 教科書 pp.174～194を読む。 

事後学習 ガバメントとガバナンスの違いを復習する。 

第１８回 
地域における福祉サービスの評価方法と実際；グル

ープ発表② 

事前学習 教科書 pp.281～298を読む。 

事後学習 
自分の住む地域で福祉サービスの評価を行う組

織について調べてみる。 

第１９回 
日本における地域福祉の発展過程、地域福祉理論の

発展と広がり；グループ発表③ 

事前学習 教科書 pp.2～8、pp.36～46を読む。 

事後学習 
セツルメント運動とわが国における地域福祉の

理論の類型についてノートにまとめる。 

第２０回 
海外における地域福祉の発展過程（イギリス・アメ

リカ）；グループ発表④；確認テスト③ 

事前学習 教科書 pp.314～322、pp.323～328を読む。 

事後学習 
イギリスとアメリカの地域福祉の発展過程をま

とめる。 

第２１回 

災害支援と地域福祉①災害支援の考え方、災害支援

の実際、非日常の支援から日常の支援へ；グループ

発表⑤ 

事前学習 教科書 pp300.～312を読む。 

事後学習 災害支援についてまとめる。 

第２２回 
災害支援と地域福祉②福祉避難所について；映像視

聴；グループ発表⑥ 

事前学習 教科書 pp300.～312を読む。 

事後学習 福祉避難所についてまとめる。 

第２３回 
生活困窮者自立支援制度と地域福祉①制度の概要、

事例；グループ発表⑦ 

事前学習 教科書 pp.14～20を読む。 

事後学習 生活困窮者自立支援についてまとめる。 

第２４回 
生活困窮者自立支援制度と地域福祉②子どもの貧

困；映像視聴；グループ発表⑧ 

事前学習 教科書 pp.14～20を読む。 

事後学習 映像から学んだことをまとめる。 

第２５回 
介護保険制度と地域福祉①在宅での看取りに向けた

支援 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 地域包括ケアシステムについてまとめる。 

第２６回 
外部講師による講演：介護保険制度と地域福祉②地

域包括ケアシステム構築に向けた取り組み 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 講演を聞いて学んだことをまとめる。 

課題研究

１ 

下記テーマ①または②のいずれかについて、レポートを作成してもらう。どちらのテーマでレポート作成を行うかに

ついては授業内で指示する。 

 

テーマ①：教科書 pp.300～312 を読み、災害発生後に求められるソーシャルワーク実践について時系列の変化に沿っ

てまとめなさい。 

テーマ②：配布資料を読み、震災と孤独死（孤立死）の関係、および震災と外国人住民の避難をめぐる課題について

まとめなさい。 

 

レポート形式：A4用紙 1.5～2枚（2400～3200字程度。Wordで 1ページあたり 40字×40行に設定すること） 

実施時期：第 1回の授業時および 5月末の授業時に説明する。 

提出期限：6月下旬（具体的な日時は授業内で指示する） 

事後学習：第 21・22回の授業時に質疑応答・意見交換を行う。 

備考：内容が似すぎているレポートが複数見つかった場合は、それらのレポートを書いた人全員が F評価となります。

当たり前ですが、下手でも良いので必ず自分の言葉でレポートを作成すること。 

課題研究

２ 



 

 

 

課題研究

３ 

下記テーマ③または④のいずれかについて、レポートを作成してもらう。どちらのテーマでレポート作成を行うかに

ついては授業内で指示する。 

 

テーマ③：配布資料を読み、2015年に「高齢者の地方移住を」という提言が出された社会背景、提言に対する賛成派

と反対派の主張、およびあなたの考えについてまとめなさい。 

テーマ④：配布資料を読み、厚生労働省が掲げる「地域共生社会」の考え方についてまとめなさい。また、外国人と

日本人が同じ地域の住民として助け合うには、どんな事に気を付ければ良いかあなたの考えを書きなさい。 

 

レポート形式：A4用紙 1.5～2枚（2400～3200字程度。Wordで 1ページあたり 40字×40行に設定すること） 

実施時期：第 1回の授業時および 6月末の授業時に説明する。 

提出期限：7月中旬（具体的な日時は授業内で指示する） 

事後学習：第 25・26回の授業時に質疑応答・意見交換を行う。 

備考：内容が似すぎているレポートが複数見つかった場合は、それらのレポートを書いた人全員が F評価となります。

当たり前ですが、下手でも良いので必ず自分の言葉でレポートを作成すること。 

課題研究

４ 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
知的障害教育Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3448 

SNMP3448 

SCMP3448 

SBMP3448 

SSMP3348 

２．授業担当教員 立松 英子 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
本科目で得た知識をもとに、知的障害教育Ⅱでは模擬授業を通して実践力を養う。 

７．講義概要 

 本講義では、知的障害を伴う児童生徒に関する現代の教育理念とその背景に触れながら、インクルーシブ

教育時代の教育実践における倫理観や責任感、基礎的な知識を身につける。また、知的障害にしばしば合併

する、自閉スペクトラム症、てんかん、肢体不自由や、病弱虚弱（腎臓疾患、喘息等）にも触れながら、通常

学級との連続性も考慮しつつ、その幅広い実態を知る。さらに、各種アセスメントや専門的な療育技法の基

礎知識を学び、個別の教育支援計画、個別の指導計画が作成できる、実践力、即戦力を培う。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

①知的障害教育に関連する法令や学習指導要領。 

②知的障害、発達障害、自閉スペクトラム症の定義や特性及び対応。 

③教育課程編成上の留意点がわかる。 

④学習指導要領に根拠をおいた教育課程（各教科等をあわせた指導）の内容・方法。 

⑤個別の教育支援計画・個別の指導計画等各種教育計画の概要がわかる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

知的障害を合併することがある障害（自閉スペクトラム症、各種染色体異常、脳性麻痺、てんかん等）から一

つ選び、以下の項目を踏まえてA42枚程度でまとめてください。授業で発表していただくことがあります。 

項目：①この障害を取り上げた理由 ②障害の特性や教育的ニーズ ③就学前までの経過や療育内容 ④学

校生活における配慮事項 ⑤調べていく上で生じた疑問 ⑥参考文献 

評価の観点：①書式や期日を守ったか ②簡潔にわかりやすく書けているか、③積極的に関連文献やWebサイ

トを調べたか を基準とし、量ではなく質で評価します。 

②キーワードの理解を確認するため、適切な時期に小テストを実施します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 ①玉村公二彦・黒田学ほか編著『新版キーワードブック 特別支援教育』インクルーシブ教育

時代の基礎知識 クリエイツかもがわ 2019 

      ②文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 総則編(幼稚部･小学部・中学部) 

（平成 30年 3月）』 開隆堂  

【参考書】 ①文部科学省『特別支援学校幼稚部教育要領 小学部･中学部学習指導要領（平成 29年 4月）』

海文堂出版  

②文部科学省『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部･小学部・中学

部)』 開隆堂  

③文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部) 

（平成 30年 3月）』 開隆堂 

＊教科書①、②は必須、特別支援学校教員採用試験を受験する人は参考書①②③も購入してください。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別支援教育の理念と制度の概要を理解したか。 

２．知的障害・発達障害の定義や特性を理解したか。 

３．知的障害教育の教育課程、特に「各教科等を合わせた指導」の法的根拠や内容を理解したか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業での態度       総合点の２０％ 

２ 事前学習・論文課題    総合点の２０％ 

３ 演習への取組み等      総合点の２０％ 

４ 期末試験         総合点の４０% 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

①特別支援教育の重要性が増していることの背景に何があるのか。興味をもって授業に臨んで下さい。質問

は歓迎します。 

②知的障害教育の教師には、人を大切にする姿勢、相手の主体性を重んじる姿勢、不測の事態に柔軟に対応

する知識と技能が必要です。授業外でも人と関わる体験を積み、人間性豊かな教師をめざしてください。 

③授業者は、保護者が障害のある子どもを安心して託せる存在になることを願って皆さんを育てようとして

います。教師になった自分をイメージしながら発表や演習を行って下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション／障害児教育の動向 

事前学習 
教科書の「索引」を参考に、障害児教育の関

連用語について関心をもつ。 

事後学習 

第 4次障害者基本計画 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/

pdf/kihonkeikaku30.pdf の「教育の振興」部

分を再読し、施策の方向性を知っておく。 

第２回 特別支援教育への国際的な流れ 事前学習 教科書 p.12-13「ノーマライゼーション」と

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/kihonkeikaku30.pdf
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/kihonkeikaku30.pdf


 

 

日本の特別支援教育との関連を考えておく。 

事後学習 
教科書 p15を読んで「インテグレーションと

インクルージョン」の違いを整理しておく。 

第３回 国際障害分類と国際生活機能分類 

事前学習 
教科書 p.160-161「ICIDH」「ICF」について調

べておく。 

事後学習 
ICF の考え方がどのように特別支援教育に影

響を及ぼしたかまとめておく。 

第４回 我が国の特別支援教育の理念 

事前学習 
教科書 pp.30-31で、「特殊教育」と「特別支

援教育」の違いを理解しておく。 

事後学習 
「インクルーシブ教育」と「特別支援教育」

との関係を言語化しておく。 

第５回 生涯学習を支える－知的障害児の就学から就労－ 

事前学習 
教科書 pp.66-69 を読んで、知的障害児が就

学するまでのおよその経過を掴んでおく。 

事後学習 
誕生から就学、卒業、就労までを支える福祉

や教育の制度についてまとめておく。 

第６回 
知的障害教育の教育課程① 

－特別支援教育の法的位置づけ－ 

事前学習 
教科書 pp.76-79 を読んで、特別支援教育の

教育課程上の位置づけを掴んでおく。 

事後学習 
特別支援学校の目的や、知的障害教育の教育

課程の根拠となる法令を確認しておく。 

第７回 
知的障害教育の教育課程② 

－各教科等をあわせた指導・自立活動－ 

事前学習 
教科書 pp.78-79を読んで、「各教科等を合わ

せた指導」「自立活動」の概要を掴んでおく。 

事後学習 

「各教科等を合わせた指導」とは何か、法令

や学習指導要領解説に基づき説明できるよ

うにしておく。 

第８回 
知的障害に合併しやすい疾患① 

ダウン症とその生涯 

事前学習 
教科書 pp.182-185「知的障害」「ダウン症」

を読んでおく。 

事後学習 
早期診断の必要性について自分の考えをま

とめておく。 

第９回 
知的障害に合併しやすい疾患② 

自閉スペクトラム症とその周辺 

事前学習 
教科書 pp.188-191「ADHD」「自閉症スペクト

ラム（ASD）」を読んでおく。 

事後学習 
「発達障害」の２つの概念について整理して

おく。 

第１０回 
知的障害を合併しやすい疾患③ 

脳性麻痺や重症心身障害、てんかん 

事前学習 
教科書 pp.192-197、pp.204-205 を読んでお

く。 

事後学習 
学校場面での発作に対応できるように、ポイ

ントをまとめておく。 

第１１回 
知的障害教育における指導技法① 

－TEACCHプログラム－ 

事前学習 
教科書 pp.136-137を読んで、TACCHプログラ

ムについて知っておく。 

事後学習 
各指導技法について簡単に説明できるよう

にしておく。 

第１２回 
障害児教育における指導技法② 

－SST、ABAその他－ 

事前学習 
教科書 pp.138-141「SST」「問題行動の指導」

を読んでおく。 

事後学習 
専門用語の意味を再度確認し、理解できてい

ないものをリストアップしておく。 

第１３回 （まとめ） 

事前学習 
授業で覚えた専門用語の意味を教科書で確

認しておく。 

事後学習 
期末試験に向けて、これまでに学習したこと

を再確認する。 

課題研究

１ 

1．教科書の「設題」に取り組み、知識を深めよう。 

 教科書の「設題」から知的障害に関係が深いものを 1つ選び、[参考文献]や関連ウェブサイトを参考に 1000字程度で

まとめてください。「子どもたちが互いにつながりを持てるようにする教具を開発、提案してみよう」（例）など、設題

によっては開発した作品の実物・写真・解説の提出でも可とします。 

＊6 月中に設題を選定する。提出期限は、夏季休暇に入る直前の授業日とする。それについての添削指導・質疑応答を

事後学習とする。添削された内容にしたがって、レポートを修正し、提出する。 

課題研究

２ 

2．事例検討 

第 9回「自閉スペクトラム症とその周辺」をテーマとした授業で、特別支援学校に在籍する自閉スペクトラム症の事

例を提示する。その事例について、担任としてどのような指導や配慮をするか、1000字程度でまとめてください。 

＊第 9回授業後に開始してください。第 12回授業日を提出期限とします。第 13回で解説します。 

事後学習：解説にしたがって、修正案を提出してください。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知的障害教育総論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3455 

SNMP3455 

SCMP3455 

SBMP3455 
２．授業担当教員 柳本 雄次 

４．授業形態 
講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ
ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

本科目では、世界や日本における知的障害教育の歴史、教育的な位置づけ、現代の新しい流れについて関

心を広げながら、幅広く学ぶ。特に今後はインクルーシブ教育が重視されていく中で、これからの知的障害
教育には何が最も重要になっていくのか、議論を深めていく。また、知的障害の根本的な症状や「困り感」
に関する障害理解と、学校教育や教師の役割に関して多様な知識を学んでいく。そのために、機会に応じて

生活単元学習、作業学習、日常生活の指導、教科別の指導、自立活動などについて実際の授業映像を見なが
ら理解を深めていく。さらに、その他の動画、画像、スライドや独自の資料を多用し、わかりやすい説明を
心掛けていきたい。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

① 知的障害児教育の歴史と今日的な課題                     

➁ 知的障害児教育や教師の役割に関する基本的な知識                        

③ 知的障害児への様々な指導法と具体的な内容 

④ 知的障害児者をとりまく地域行政や支援 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポー
ト課題 

・アサイメント 
 事前・事後学習でまとめた成果物 
・レポート課題(A4 1～2枚 1200字～1500字程度) 
 知的障害教育の、①教育課程における特徴、②インクルーシブ教育における独自性について論述する。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】特に指定しない 
【参考書】柳本雄次監修『これからの知的障害教育』明治図書、2010. 

＊次週の資料の配付、DVDなどを用いる。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．知的障害教育に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。    

２．知的障害児への様々な指導法と具体的な内容を理解し、実際に対処できるようになっているか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の４０％ 

２ レポート（模擬授業、テストを含む） 総合点の６０％ 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 
メッセージ 

特別支援教育の中で知的障害教育は、実践と実績は質・量とも最大で中核的位置を占めています。将来特別
支援学校の教員を志望する受講生には、実践で活用される知識・技能となることを想定し、積極的に授業に
取り組むことを望みます。 

13．オフィスアワー 別途通知する 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
  オリエンテーション 
―知的障害教育の史的発達― 

事前学習 シラバスに記載した内容を読み、確認する。 

事後学習 知的障害教育の成立条件を理解する。 

第２回 知的障害教育の教育課程の特徴 
事前学習 教育課程とは何かを調べる。 

事後学習 
知的障害教育の教育課程と、通常学校、他の障害種の特別
支援学校とのそれとの異同について整理する。 

第３回 
知的障害教育の教育課程・方法をめぐる歴史
的展開 

事前学習 歴史的に教育課程・方法の変遷を調べる。 

事後学習 教育課程の類型に基づき、実践の史的背景を把握する。 

第４回 
知的障害教育の指導形態―合わせた指導(1) 
―生活単元学習― 

事前学習 教科・領域を合わせた指導携帯とは何かを調べる。 

事後学習 生活単元学習の特徴をまとめる。 

第５回 
知的障害教育の指導形態―合わせた指導(2) 
―日常生活の指導・遊びの指導― 

事前学習 「日常生活の指導」「遊びの指導」の特徴とは何か調べる。 

事後学習 
遊び・生活を中心とする幼児教育と近似した知的障害教
育の指導形態の意味を考える。 

第６回 
知的障害教育の指導形態 
―教科等別指導― 

事前学習 通常学校の教科・領域別指導との異同を考える。 

事後学習 知的障害教育における教科の特徴を整理し、まとめる。 

第７回 
重度知的障害児の専門的指導法 
―感覚教育の史的系譜からみた― 

事前学習 初期発達における感覚教育の意義とは何かを調べる。 

事後学習 
イタール・セガン・モンテッソーリの指導法について整理
しまとめる。 

第８回 自閉症のある知的障害児の指導法 
事前学習 自閉症スペクトラム障害調べる。 

事後学習 自閉症児の専門的指導法についてまとめる。 

第９回 ダウン症児の早期教育と指導法 
事前学習 ダウン症とは何か、その発達特性を調べる。 

事後学習 ダウン症の早期教育の意義、指導法についてまとめる。 

第１０回 
知的障害児における学校から就労への移行
支援 
―作業学習・職業教育― 

事前学習 
就労移行支援に関係する機関との連携、学校の進路指導
について調べる。 

事後学習 
作業学習・職業教育の特徴、福祉的就労についてまとめ
る。 

第１１回 知的障害教育の授業づくりと評価・改善 
事前学習 知的障害教育の授業づくりの特徴を調べておく。 

事後学習 
個別の指導計画の作成の意義は何か、整理する。授業の評
価・改善について調べる。 

第１２回 知的障害教育における自立活動の指導 
事前学習 知的障害教育の自立活動とは何かを調べる。 

事後学習 
知的障害教育の合わせた指導形態と自立活動の指導のあ
り方を調べる。 

第１３回 
インクルーシブ教育時代における知的障害
教育の対応 

事前学習 
インクルーシブ教育とは何かを、知的障害教育の視点か
ら考える。 

事後学習 
インクルーシブ教育システムにおいて、知的障害教育の
普遍性と独自性について論じる。 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回から第７回の教育課程と指導形態の講義内容を踏まえ、第６回の講義内容の配付資料を踏まえ

て、知的障害教育と幼児教育との異同について、自分の考えを。レポートにまとめる。 

レポート形式：A４用紙１枚(1,440字程度) 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出時期：第 8回の講義開始時に提出する。 

 提出後、添削指導、質疑応答を第 10回授業終了後に教室で行う。添削指導に疑問がある場合は、う行流量後の随時

受け付け適宜指導する。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：第 14回の知的障害児者をとりまく地域支援の現状と課題」に関して地域の関係機関(早期療育～福祉・就労

の各種施設等)の連携の現状と課題を取り扱う。 

実施時期：第 13回授業終了時に補講日時を決定し実施する。 

事前学習：配付資料を熟読し、関心のあるテーマを準備しておく。 

事後学習：講義で学習した内容をまとめ、考察を加える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知的障害者の心理・生理・病理 （2 単位） 

３．科目番号 

SNMP2450 

SCMP2450 

SBMP2450 

SSMP2450 

SPMP2450 

SSMP2350 

２．授業担当教員 上田 征三 

４．授業形態 
講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラーニ
ングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視する。※可能
であれば補講期間などに関連施設の見学を入れる。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「障害児教育論」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

知的障害特別支援学校の在籍児童生徒はいま、その大半が自閉症である。特別支援教育に関わる教員を目

指すのであれば自閉症に関する知識、理解を深めることは必須の条件であり、本講座では主に自閉症児者の
心理や病理にスポットを当てて講義を進めていく。また昨今では特別支援学校高等部に在籍する軽度知的障
害がある生徒が起こす問題行動がクローズアップされている。ダウン症などその他の知的障害も含め、特別

支援学校児童生徒の理解に必要な基礎的、基本的知識をベースにしながら彼らの生活全般に係る指導・支援
の方法についてともに考えていく。講義ではスライドや画像、動画、独自の資料を多用し、積極的なグルー
ディスカッションを取り入れ、より実践的に学ぶ。 

８．学習目標 

以下に関して学習し理解を深め、指導実践力を高める。 
１．知的障害に関する基礎的、基本的な知識を理解し、説明することができる。 

２．特に自閉症ついてはその発生原因から発達過程、行動特性などについて知り、学校現場での支援方法
について考えを述べることができる。 

３．各種発達検査の目的、種類、方法、アセスメントについて理解し、説明することができる。 

４．ダウン症やその他の知的障害についても理解を深め、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容に沿った小テストを13回実施（到達度評価）する。 

２．到達度に至るまで小テストを実施し、未達成者にはレポート（手書き）を課す。 

３．小テストや配付プリントが閉じられるようなノート兼用のバインダーを必ず準備する。 

４．予習時、授業時、復習時でアンダーラインを引き書き込みをするペンの色を使い分ける事を勧める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

梅谷忠勇・生川善雄・堅田明義『特別支援児の心理学―理解と支援』（新版）北大路書房、2015年。 

【参考書】 

杉野学・上田征三編著『初めて学ぶ知的障害児の理解と指導』大学図書出版、2020。 

石部元雄・上田征三・高橋実・柳本雄次編著『よくわかる障害児教育』（第 3版）ミネルヴァ書房、2013年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．知的障害の心理・生理・病理についての基礎的知識を理解し、説明できるか。 

２．自閉症、ダウン症やその他の知的障害の障害特性を理解し、適切な支援方法・指導実践力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加（総合点の 30％）  

２ 日常の学習状況（総合点の 40％） 

３ 課題レポート（総合点の 30％） 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業中に携帯、私語、居眠り、飲食などをしないこと。  

２．教室を散らかしたり机を汚したりしないこと。 

３．マナーを守り、大学生としての学習体制を確立すること。 

13．オフィスアワー 授業以外の時間（予約をお願いすることもある）※月曜日は都合がつきやすい。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション&知的障害につ

いて 

―知的障害の概念ほか― 

事前学習 
知的障害者と触れ合った経験について説明できるようノートに

まとめる。 

事後学習 
知的障害の概念について授業時間に配布した穴埋め問題の間違

った部分をやり直しながらノートにまとめ再確認する。 

第２回 
知的障害の概念 

―知的障害の分類と状態― 

事前学習 
知的障害の基本的な知識について事前に配布した予習プリント

を解く。 

事後学習 
知的障害をもたらす様々な病因などについて授業中に実施した

小テストをやり直しながらノートにまとめ再確認する。 

第３回 
知的障害への心理学的アプローチ 

―知的障害の診断と理解― 

事前学習 
教科書の pp.15～24を読み知的障害の基礎知識について理解し、

その要約をノートにまとめる。 

事後学習 
知的障害に関する定義や発生要因について授業中に実施した小

テストをやり直しながらノートにまとめ再確認する。 

第４回 
知的障害と処理機能の障害 

―知的障害の概要と心理特性― 

事前学習 
教科書の pp.48～P.60 を読み知的障害の認知特性について理解

する。 

事後学習 
知的障害のパニックやこだわりがなぜ起こるのか、について授業

中に実施した小テストをやり直しながら再確認する。 

第５回 
自閉性障害と処理機能の障害 

―自閉性障害の概要と心理特性― 

事前学習 
教科書の pp.61～68を読み自閉症の行動特性について理解し、そ

の要約をノートにまとめる。 

事後学習 パニックや強度のこだわりの原因について授業中に実施した小



 

 

テストをやり直しながら再確認しノートにまとめる。 

第６回 
学習障害と処理機能の障害 

―学習障害の概要と心理特性― 

事前学習 
教科書の pp.69～75を読み学習障害児への指導・支援について理

解し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 
構造化、コミュニケーションツールといった専門用語に関する小

テストをやり直しながら再確認しノートにまとめる。 

第７回 
ADHDと処理機能の障害 

―ADHDの概要と心理特性― 

事前学習 
教科書の pp.76～83を読み ADHD児の社会生活等について理解し、

その要約をノートにまとめる。 

事後学習 

授業中に実施した ADHD の医学的知識に関する小テストをやり直

しながら再確認する。また、自閉症関連の課題に沿ったレポート

をまとめる。 

第８回 
重症心身障害の概要 

―重症心身障害の心理特性― 

事前学習 
教科書の pp.128～144 を読みその他の重症心身障害について理

解し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 
重症心身障害の定義や種類について授業中に実施した小テスト

をやり直しながら再確認しノートにまとめる。 

第９回 
視知覚機能の障害 

―視知覚機能の障害の心理特性― 

事前学習 
視知覚機能障害と知的障害を伴う症例に関する資料を事前に配

布するので読んで理解し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 
視知覚機能障害と知的障害を伴う病種について授業中に実施し

た小テストをやり直しながら再確認しノートにまとめる。 

第１０回 
知的発達の障害とその支援 

―知能検査とその研究― 

事前学習 
知的発達の障害について資料を事前に配布するので読んで理解

し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 

知的発達の障害への支援のあり方などについて授業中に実施し

た小テストをやり直しながら再確認する。また、知的発達の障害

全般に関する課題に沿ったレポートを作成する。 

第１１回 
知的障害児の支援 

―問題解決行動とその支援― 

事前学習 
知的障害児等の発達検査について資料を事前に配布するので読

んで理解し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 
発達検査の目的、種類等について授業中に実施した小テストをや

り直しながら再確認しノートにまとめる。 

第１２回 
言語の獲得・表出障害 

―言語発達遅滞のアセスメント― 

事前学習 
言語発達遅滞のアセスメントについて資料を事前に配布するの

で読んで理解し、その要約をノートにまとめる。 

事後学習 

言語発達遅滞のアセスメントについて調べ次時に発表できるよ

うにする。また、授業中に実施した小テストをやり直しながら再

確認しノートにまとめる。 

第１３回 
支援機器による学習支援 

―支援機器利用と学習支援― 

事前学習 

新聞記事等から抜粋した知的障害にかかる現代の課題に関する

資料を読み、自分の意見を持つことができるよう準備し、その要

約をノートにまとめる。 

事後学習 
最新の社会事情の中で障害にまつわる出来事について最も関心

のあるものを調べ、ノートにまとめ発表できるよう準備する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 6回の講義内容を踏まえて、「知的障害の原因について」レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度）。 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「知的障害の言語獲得に関する理解を深める」 

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

事前学習：各障害について p54～131を熟読し、基本的知識を身につけておく。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 中国の文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1313 

GECM1323 
２．授業担当教員 秋谷 幸治 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ学習等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

初心者を対象に、中国語の基礎訓練を行う。やさしく、正確に、しかも気軽に話せるように、まず簡単な

会話の訓練から始める。同時に、古来より日本にはかりしれない影響を与え続けてきた、「隣の国」中国の文

化と歴史についても学習していく。国連公用語に指定されている、国際語としての中国語の言語的特徴（リ

ズミカルな美しい音調等）を理解し、簡単な会話であれば、気軽に正確に使えるようになることを目指し、

学習を進めていく。また、今、経済成長を遂げ、国際的にも発言力を増してきた中国について、言語と文化、

そして人びとの暮らしを通して理解し、これからの交流の機会に役立てていく授業である。 

８．学習目標 

１．中国語の発音と文法の概略を知り、自ら学習を進展させることができるようにするための基礎を身に

つける。 

２．ピンイン（ローマ字による中国語発音表記システム）の読み方と綴り方、常用の単語、日常の挨拶語、

単文の基本文型などを学ぶことで、中国語の各音節が声調を伴って正確に発音でき、基本的な表現構

造を理解できるようになる。 

３．授業では簡単な受け答えや聞き取り・書き取りなどの練習を通して、簡単な会話が聞き取れ、話せる

ようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【宿題】 

 授業前にテキストの例文を7回以上 音読練習しておいてください。 

【レポート課題】 

 中国の文化（民族・言語・食文化等）について各自レポートし、15回目に提出してください。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

最新版 塚本慶一監修 劉穎著『１年生のコミュニケーション中国語』白水社 2015。 

※中国の文化・風俗習慣については、プリントを配付して学習します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.中国語の発音と文法の概略を知り、自ら学習を進展させることができるようにするための基礎を身につけ

たか。 

2.ピンイン（ローマ字による中国語発音表記システム）の読み方と綴り方、常用の単語、日常の挨拶語、単

文の基本文型などを学ぶことで、中国語の各音節が声調を伴って正確に発音でき、基本的な表現構造を理

解できたか。 

3.授業では簡単な受け答えや聞き取り・書き取りなどの練習を通して、簡単な会話が聞き取れ、話せたか。 

○評定方法 

事前学習・事後学習の状況も含め、授業への参加度、小テスト、レポート等を総合して評価する。 

1.授業への積極的な参加 総合点の 30% 

2.小テスト       総合点の 40% 

3.課題レポート     総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

語学を修得するには、とにかく声を出すことが大切です。授業では間違いを恐れず、大きな声で発音するよ

うに心がけよう。理解できなかったことや質問があったら、遠慮なく来て下さい。 

13．オフィスアワー 授業終了後、教員控え室に来て下さい。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

中国語について知ろう。 

 中国で使われる漢字（簡体字と繁体字）、発音表

記の仕方（ピンイン）などについて説明します。 

事前学習 シラバスをよく読んでおく。 

事後学習 
授業内で配布したプリント「中国語とは？」を繰り

返し読み直しておく。 

第２回 
発音練習① 単母音の練習 

【北京の名所紹介】故宮博物館 

事前学習 テキスト p.6をしっかり読んでおく。 

事後学習 単母音を 7回以上音読練習する。 

第３回 発音練習② 子音・声調の練習 
事前学習 テキスト p.7をしっかり読んでおく。 

事後学習 練習 4の単語を 7回以上音読練習する。 

第４回 
発音練習③ 複母音・鼻母音・軽声の練習 

【北京の名所紹介】天安門広場 

事前学習 テキスト p.8をしっかり読んでおく。 

事後学習 練習 6、10の単語を 7回以上音読練習する。 

第５回 発音練習④ まとめと復習 数の数え方の練習 
事前学習 テキスト p.9をしっかり読んでおく。 

事後学習 練習 12の単語を 7回以上音読する。 

第６回 
挨拶表現、自己紹介の練習、小テスト 

【北京の名所紹介】頤和園 

事前学習 
テキスト pp.6～9 を読み直し、小テストに向けて発

音の総復習をしておく。 

事後学習 テキスト p.12の会話文を 7回以上音読練習する。 

第７回 

これは何ですか 

指示代名詞などの使い方について練習します。 

【北京の名所紹介】瑠璃厰 

事前学習 
テキスト pp.16～17 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.16の会話文を 7回以上音読練習する。 

第８回 
これはいかがですか 

指示代名詞などの使い方について練習します。 

事前学習 
テキスト pp.20～21 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 

事後学習 テキスト p.20の会話文を 7回以上音読練習する。 

第９回 
買い物 

人民元の数え方などについて練習します。 
事前学習 

テキスト pp.24～25 をしっかり読み、新たな文法事

項を捉えておく。 



 

 

【北京の名所紹介】万里の長城 事後学習 テキスト p.24の会話文を 7回以上音読練習する。 

第１０回 第 8～9回の総復習 小テスト 

事前学習 
テキスト pp.12～25 を読み直し、小テストに向けて

日常会話の総復習をしておく。 

事後学習 
小テストで答えられなかった部分を復習しておこ

う。 

第１１回 
中国の文化を知ろう①（グループ学習） 

【中国ってどんな国？】 

事前学習 
事前に配布した「中国の文化を知ろう！」の№1のプ

リントをよく読んでおくこと。 

事後学習 新聞で中国に関する記事を探してみよう。 

第１２回 
中国の文化を知ろう②（グループ学習） 

【中国の言語・政治・食文化】 

事前学習 
事前に配布した「中国の文化を知ろう！」の№2のプ

リントをよく読んでおくこと。 

事後学習 
身近にある中華料理にどのようなものがあるのか探

してみよう。 

第１３回 
中国の文化を知ろう③（グループ学習） 

【中国の年中行事】課題提出 

事前学習 
事前に配布した「中国の文化を知ろう！」の№3のプ

リントをよく読んでおくこと。 

事後学習 
旧暦の中秋や元日が、新暦の何月何日に当たるのか

を調べてみよう。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回～6回の講義内容を踏まえ、「中華人民共和国」についてレポートにまとめて下さい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1500字程度） 

実施時期：第 6回の小テストの後に実施します。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出して下さい。 

     第 10回の小テストの後に添削したレポートを返却し、みんなで意見交換をします。 

事後学習：レポート作成と添削指導、意見交換したことを各自まとめて下さい。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7回～10回の講義内容を踏まえ、「中国と日本の文化の違い」についてレポートにまとめて下さい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1500字程度） 

実施時期：第 10回の小テストの後に実施します。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出して下さい。 

     第 13回の授業終了後に添削したレポートを返却し、みんなで意見交換をします。 

事後学習：レポート作成と添削指導、意見交換したことを各自まとめて下さい。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
データベース演習Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 EDIT3313 

２．授業担当教員 ロペス ルイス ミゲル 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
科目「コンピュータサイエンスⅠ」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

本科目では、リレーショナルデータベースに関する基礎知識を、演習を通して考える。データベース、デ

ータモデルなどの概念を理解するとともに、データベースの効率的な検索技法を身につけることを目標とす

る。また、関係データベースを利用するための言語である、SQL 言語の基礎を解説し、SQL 言語を用いた基

礎的な演習を行う。 

８．学習目標 

 現在、主流であるリレーショナルデータベースの仕組みについて学ぶだけではなく、データベース管理シ

ステムの歴史と、それらの管理システムを可能にしたハードウエアの仕組み、数学の概念、ソフトウェアの

基本も学ぶことを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

IT系の科目では、スキルを身につけるのは一番大切なことですので、3回に1回程度、今まで勉強した内容

について教科書や配布プリントをもって演習問題を提示し、それを授業中に解く（例：ER図を使って、実際

データベースを設計する、演算のコスト見積り、データベースを組み込みそれにSQLクエリを実行する）。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

増永良文『リレーショナルデータベース入門 第 3版(2017年)』サイエンス社、2017年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①リレーショナルデータベースの仕組み、②データベース管理システムをそれらの管理システムを可能にし

たハードウエアの仕組み、③データベースに必要な数学の概念、④データベースの設計ツール、上記 4 点に

ついて学ぶことはできたか？ 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出されるレポート、小テスト、課題提出状況など 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 
演習問題に真剣に取り組んでください。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 データベースの設計 ER図・演習１ 
事前学習 教科書 pp.11~12を読む 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第２回 データベースの設計 ER図・演習２ 
事前学習 教科書 pp.13~14 「ひし形表記法」を理解 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第３回 
内部スキーマ（1） ファイル構造とインデック
ス 

事前学習 教科書 pp.170~171「3層スキーマの意義」を理解 

事後学習 教科書 p.169の図 6.2をよく理解する 

第４回 指数関数と対数関数 確率 検索コスト・演習 
事前学習 前回配布した数学の復習のプリントを熟読する 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第５回 検索コスト・演習（続） 
事前学習 

教科書 pp.231~235を読む。特に「最適化」をよく理
解しておく 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第６回 内部スキーマ（2） B木、B＋木・演習 
事前学習 教科書 pp.205~207「磁気ディスク装置」を理解 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第７回 B木の事例・演習 
事前学習 前回の配布プリントを再度熟読 

事後学習 今回提示した演習問題を再度解く 

第８回 クエリ言語 SQL 

事前学習 教科書 p.131~134を読んでおく 

事後学習 
教科書 p.53の「リレーショナル代数」と SQLの関係
をよく理解する 

第９回 SQL・演習、単純な問い合わせ 
事前学習 教科書 pp.139~141の単純質問の構造を理解 

事後学習 今回提示した演習問題の解答例を再度熟読 

第１０回 SQL・演習、進んだ問い合わせ（外部結合含む） 
事前学習 

教科書 pp.142~144 を読む（「結合」）、特に p.144 の

「自己結合」を理解する 

事後学習 今回提示した演習問題の解答例を再度熟読する 

第１１回 トランザクション 

事前学習 教科書 pp.263~264を読んでおく 

事後学習 
教科書 pp.268~269トランザクションの概念の理解を

深める（特に ACIDの概念） 

第１２回 まとめ・演習 
事前学習 教科書 pp.1~5を再度熟読 

事後学習 今回提示した演習問題を復習 

第１３回 総合演習 

事前学習 前回提示した演習問題を復習 

事後学習 
「データベース演習Ⅱ」の第 1 回までは教科書
pp.49~50の演習問題を全部解く（合計 7問） 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「データベースとは、データベースの歴史・データベースの種類」 

教科書 pp1-7を読み、インターネット等を検索してデータベースについて調べてレポートにまとめてください。 

レポートのポイントは次のとおり 

―データベースとは 

―データベースとファイルの違い・データベースの必要性 

―データモデルとは 



 

 

 

―論理モデルの歴史（ネットワーク、ハイアラキカル（または階層型）、リレーショナル） 
レポート形式：MSワードファイル（1500字程度）。 
実施期限：第１回の授業後 

提出期限：第２回の授業開始時 
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「DBのリレーショナルモデル」 

教科書 pp10-11、pp26-31を読み、インターネット等を検索してリレーショナル DBについて調べてレポートにまとめて

ください。 

レポートのポイントは次のとおり 

―「リレーション」とは 

―「タップル」とは 

―「属性」とは 

レポート形式：MSワードファイル（1000字程度）。 
実施期限：第 2回の授業後 

提出期限：第 3回の授業開始時 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 統計学 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1321 

GELA1342 

GELA1121 ２．授業担当教員 三好 一英 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

「統計学」履修後，「社会調査法」，「心理統計法」も履修するとさらに理解が深まります。 

７．講義概要 

我々の身の回りには実に多くの統計的データが存在する。しかし、それらについての正しい見方を知らない

と、日常生活において重大な間違いを犯してしまうことにもなりかねない。理系・文系の枠に関係なく、統

計学の知識は、データを正しく読み取り、正しく理解するために必要な教養のひとつである。この統計学の

クラスでは、統計に対する正しい知識を身につけることと、将来自分でデータを集め分析できるようになる

ことを目標に、統計学の基本的な概念の紹介から始まり、記述統計、推測統計まで幅広く学習していく予定

である。 

８．学習目標 

日常生活における統計学的なものの見方・考え方を身につけるとともに、レポート・論文の中に記載された

統計に関する記述箇所を正しく読み取れるようになること、また自らが行った統計分析結果について正しく

記述できるようになることが，本講義の主たる学習目標である。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

予習も重要ではあるが，毎回の授業内容の復習は必ず行うこと。 
毎回の授業内容の復習なしに講義に臨むことは非常に挑戦的(無謀)である。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
山田剛史・村井潤一郎『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房。 

別途，講義資料として印刷教材を配布する。 
【参考書】 
南風原朝和『心理統計学の基礎』有斐閣アルマ。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．統計学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．統計学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題（テスト、レポート、発表など）総合点の８０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

1. 数字や数式が出てくるからと身構える必要はありませんが，気を抜くと分からなくなります。毎回高い
緊張感と積極的な態度で授業に臨んでください (経験上，前の方の席に座る学生は好成績です) 。 

2. 講義は毎回の積み重ねです。前回の内容理解を前提に講義は進められます。 

3. 講義内容はすべて教科書の内容に基づいています。講義中によく分からなかったところについては，次
回までに教科書を何度もよく読みこんでおいてください。復習が何より大切です。 

4. 授業中に無断で途中退出することは禁止します。 

5. 授業中に電卓を使用しますので，√(ルート)の計算ができるものを毎回忘れず持参してください。 

※携帯電話，スマートホン不可。 

統計で困ったことになった 2年生以上の上級生の聴講も歓迎します。 

13．オフィスアワー 初回講義時に説明する。 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：心理統計とは何か 
事前学習 教科書を入手し、一通り確認しておく 
事後学習 統計学の全体像をつかむ 

第２回 データと尺度，代表値のいろいろ 
事前学習 pp.18-33 を読んでおく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第３回 散布度：分散，標準偏差 
事前学習 pp.34-37 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第４回 散布図と共分散 
事前学習 pp.44-51 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第５回 因果関係と相関関係，相関係数と連関係数 
事前学習 pp.52-65 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第６回 標準化と偏差値の求め方 
事前学習 pp.38-41 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第７回 正規分布の特徴とその利用 
事前学習 pp.80-89 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第８回 記述統計から推測統計へ 
事前学習 pp.18-55, pp.80-89 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 
事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第９回 
統計的仮説検定 1：帰無仮説・対立仮説・

有意水準 

事前学習 pp.174-207 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 
事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第１０回 
1 つの平均値の検定 

(母分散が既知の場合) 

事前学習 pp.118-121 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第１１回 
1 つの平均値の検定 

(母分散が未知の場合) 

事前学習 pp.126-127 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 



 

 

第１２回 
2 つの平均値の検定 

(対応のない t検定) 

事前学習 pp.128-131 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

第１３回 
2 つの平均値の検定 

(対応のある t検定) 

事前学習 pp.144-149 を理解しておく 

事後学習 練習問題を解き、本時の学習事項について再確認をしておく 

課題研究

１ 

テーマ：pp.68-79 を読み，実験計画法のうち，被験者間計画と被験者内計画について調べ，それぞれの長所と短所につ

いてレポートにまとめる。 

体裁：表紙をつけず，ヘッダー部分に科目名，学籍番号，氏名を記入。A4 用紙 1 枚程度(40 字×30 行) 

実施時期：夏休みの前 

提出期限：夏休み明け最初の講義時 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

テーマ：pp.108-117 を読み，統計的検定に伴う誤りα，βについて調べ，それぞれについてレポートにまとめる。 

体裁：表紙をつけず，ヘッダー部分に科目名，学籍番号，氏名を記入。A4 用紙 1 枚程度(40 字×30 行) 

実施時期：夏休みの前 

提出期限：夏休み明け最初の講義時 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 統計学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1121 

２．授業担当教員 鈴木 克也 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「統計学」履修後、「社会調査法」も履修するとさらに理解が深まります。 

７．講義概要 

我々の身の回りには実に多くの統計的データが存在する。しかし、それらについての正しい見方を知らない

と、日常生活において重大な間違いを犯してしまうことにもなりかねない。理系・文系の枠に関係なく、統

計学の知識は、データを正しく読み取り、正しく理解するために必要な教養のひとつである。この統計学の

クラスでは、統計に対する正しい知識を身につけることと、将来自分でデータを集め分析できるようになる

ことを目標に、統計学の基本的な概念の紹介から始まり、記述統計、推測統計まで幅広く学習していく予定

である。 

８．学習目標 

日常生活における統計学的なものの見方・考え方を身につけるとともに、レポート・論文の中に記載された

統計に関する記述箇所を正しく読み取れるようになること、また自らが行った統計分析結果について正しく

記述できるようになることが，本講義の主たる学習目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントとして、毎回の授業内容は必ず復習すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山田剛史・村井潤一郎『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房 

別途、講義資料として印刷教材を配布する。 

【参考書】 

南風原朝和『心理統計学の基礎』有斐閣アルマ 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．統計学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．統計学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題（テスト、レポート、発表など）総合点の８０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1.数字や数式が出てくるからと身構える必要はありません。ただし、気を抜くとわからなくなります。毎回

高い緊張感と積極的な態度で授業に臨んでください。 

2.講義は毎回の積み重ねです。前回の内容理解を前提に講義は進められます。 

3.講義内容はすべて教科書の内容に基づいています。講義中にわからなくなったところについては、次回ま

でに教科書を何度も読み込んでおいてください。復習が何より大切です。 

4.授業中に無断で途中退出することは禁止します。 

5.授業中に電卓を使用しますので、√（ルート）の計算ができるものを毎回忘れず持参してください。 

 ※携帯電話やスマートフォンは不可。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：心理統計とは何か 
事前学習 教科書を入手して、一通り確認しておく 

事後学習 統計学の全体像を掴む 

第２回 データと尺度、代表値のいろいろ 

事前学習 教科書、pp.18〜33を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

第３回 散布度：分散、標準偏差 

事前学習 教科書、pp.34〜37を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

第４回 散布度と共分散 

事前学習 教科書、pp.44〜51を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

第５回 
因果関係と相関関係 

相関係数と連関係数 

事前学習 教科書、pp.52〜65を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

第６回 標準化と偏差値の求め方 

事前学習 教科書、pp.38〜41を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

第７回 正規分布の特徴とその利用 

事前学習 教科書、pp.80〜89を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

第８回 記述統計から推測統計へ 

事前学習 教科書、pp.18〜55 pp.80〜89を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 



 

 

第９回 実験計画法 

事前学習 教科書、pp.68〜79を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

第１０回 統計的仮説検定 1:帰無仮説・対立仮説・有意水準 

事前学習 教科書、pp.174〜207を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

第１１回 
統計的仮説検定 2:タイプⅠのエラー（α）、タイプⅡの

エラー（β） 

事前学習 教科書、pp.108〜117を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

第１２回 
1つの平均値の検定 

（母分散が既知の場合・母分散が未知の場合） 

事前学習 教科書、pp.118〜121を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

第１3 回 
2つの平均値の検定 

（対応の無い t検定・対応のある t検定） 

事前学習 教科書、pp.128〜131を読んでおく 

事後学習 
練習問題を解き、本時の学習事項について再

確認しておく 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：授業の内容を参考にして、「尺度水準と代表値」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,000程度) 

実施時期：第 8回の授業開始時に提出する。 

     提出時期について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通じて学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：授業の内容を参考にして、「統計的仮説検定の手順」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,000程度) 

実施時期：第 8回の授業開始時に提出する。 

     提出時期について引き続き質問がある場合はその後も授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通じて学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 道徳の指導法（初等）（2 単位） 

３．科目番号 

EDTE3307 

EDTE3308 

 ２．授業担当教員 石川 勉  

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

学校は、子ども達の豊かな人格形成をしていく場である。その中核を担う道徳教育では、人間として、また

社会の一員として主体的に生きるための基礎となる資質や能力である、豊かな道徳性の育成を図ることを目

標としている。特に新学習指導要領では特別の教科「道徳」となり、道徳教育の必要性はより高まっている。

本科目では、小学校学習指導要領を中心に道徳教育のあり方について学び、道徳教育の目標や内容について

理解を深める。また道徳教育の歴史的変遷を学び、現在の道徳教育の内容、子どもの道徳性の発達特性に即

した指導計画について検討する。そして道徳教育の授業理論や発達段階に応じた授業実践について学習し、

道徳の学習指導案を作成できる能力を養う。その中で教科化に伴い、「読む道徳」から「考える道徳」へ、

「教える道徳」から「議論する道徳」への授業の転換が求められており、新たな指導法についても学習して

いく。これらの学習内容を踏まえた上で、現在の道徳教育が抱える課題やについて考察していく。 

８．学習目標 

１.道徳教育の歴史的経緯を踏まえ、現在の道徳教育の目標や内容について理解し、説明することができる。 

２.子どもの道徳性の発達理論について正しく理解し、発達段階に応じた道徳教育を行う指導力を養う。 

３.道徳教育の全体計画、年間指導計画を理解し、学習指導案を作成する能力を身に付ける。 

４.道徳教育の授業理論を理解し、特別の教科「道徳」で求められている実践的な指導力を身に付ける。 

５.道徳教育の課題と展望について学び、道徳教育に対する自らの考えを深め、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは毎週課す。基本的には、次回の講義内容にかかわるテキストを精読し概要を把握すること。

そして、授業内容について自分の考えや意見をまとめること。加えて、４回のレポートを課す。学級におけ

る道徳の指導計画（１回）と道徳科学習指導案（３回）を完成すること。   

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 道徳編』廣済堂あかつき 2018年。 
【参考資料】 

田沼茂紀『道徳科で育む２１世紀型道徳力』北樹出版 2016年 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

生徒指導提要（平成 22 年 3 月告示 文部科学省 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・道徳教育の歴史的経緯を踏まえ、学習指導要領における道徳教育の目標や内容について理解し、現代にお

ける道徳教育の意義について自らの考えを深めることができたか。 

・子どもの道徳性の発達理論について正しく理解し、発達段階に応じた道徳教育の指導法について理解でき
たか。 

・様々な道徳教育の授業方法について学び、学習指導案を立案し、道徳の授業を実践することのできる力を
身につけることができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 20％ 

・課題（中間レポート・小テスト・ワークシート等） 40％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教職として必須な科目であり、道徳教育の実際について具体的に踏み込んでいく授業となる。道徳教育は全

教育活動を通じで行うものであり、教科教育を基底で支える教育活動でもあるので、積極的な授業参加を心

がけてほしいと期待している。平成 30年度から道徳が特別の教科（小学校 中学校 31年度より）となった。

教育の目的が「人格の完成」ならば、まさに、道徳は教育の中心的な存在である。本講座は道徳教育につい

て学ぶとともに、自分の生き方についても、しっかりと考える時間にして欲しい。  

13．オフィスアワー 初回講義の際に連絡先・連絡方法を伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション‐道徳教育について考える‐
（第 1部第 1章） 

事前学習 これまで受けてきた道徳の授業について振り返る。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第２回 
道徳性とは何か・道徳の目標 
（第 1部第 2章・3章） 

事前学習 
教科書（pp.20～39）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第３回 
道徳性の発達理論 
（第 1部第 4章） 

事前学習 
教科書（pp.40～49）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第４回 
道徳性の発達理論に基づく道徳教育 
（第 1部第 5章） 

事前学習 
教科書（pp.50～59）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 



 

 

第５回 
日本における道徳教育の歴史 
（第 1部第 6章） 

事前学習 
教科書（pp.60～71）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第６回 
道徳教育の計画・道徳科の基本方針 
（第 2部第 1章・2章） 

事前学習 
教科書（pp.86～111）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第７回 
道徳科の学習指導の展開・道徳教材の活用 
（第 2部第 3章・4章） 

事前学習 
教科書（pp.112～133）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第８回 
道徳科における問題解決的な学習 
（第 2部第 5章） 

事前学習 
教科書（pp.134～143）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第９回 
道徳科における体験的な学習 
（第 2部第 6章） 

事前学習 
教科書（pp.144～153）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１０回 
教師に求められる道徳的指導力とは 
（第 2部第 8章） 

事前学習 
教科書（pp.170～179）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１１回 道徳の評価（第 2部第 9章） 

事前学習 
教科書（pp.180～189）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１２回 小学校低学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニン
グしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の反

省をする。 

第１３回 小学校中学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニン
グしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の反

省をする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第９回までの内容で模擬授業の指導案を作成しなさい． 

レポート形式：Ａ４用紙一枚 授業で形式は指示します． 

実施時期：第９回授業後に実施する． 

提出期限：第１２回の授業終了時に提出する．授業内で自分の考えに対するディスカッション，質疑を実施する．質問

は授業内，事後に受け付ける． 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し，学んだことをまとめる． 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：１１，１２回模擬授業から高学年を意識した指導案を作成しなさい． 

レポート形式：Ａ４用紙一枚 授業で形式は指示します． 

実施時期：第１１回授業後に実施する． 

提出期限：第１３回の授業終了時に提出する．授業内で自分の考えに対するディスカッション，質疑を実施する．質問

は授業内，事後に受け付ける． 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し，学んだことをまとめる． 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 道徳の指導法（中等）（2 単位） 

３．科目番号 

EDTS3307 

EDTS3308 

 ２．授業担当教員 石川 勉  

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

学校は、子ども達の豊かな人格形成をしていく場である。その中核を担う道徳教育では、人間として、また

社会の一員として主体的に生きるための基礎となる資質や能力である、豊かな道徳性の育成を図ることを目

標としている。特に新学習指導要領では特別の教科「道徳」となり、道徳教育の必要性はより高まっている。

本科目では、中学校学習指導要領を中心に道徳教育のあり方について学び、道徳教育の目標や内容について

理解を深める。また道徳教育の歴史的変遷を学び、現在の道徳教育の内容、子どもの道徳性の発達特性に即

した指導計画について検討する。そして道徳教育の授業理論や発達段階に応じた授業実践について学習し、

道徳の学習指導案を作成できる能力を養う。その中で教科化に伴い、「読む道徳」から「考える道徳」へ、

「教える道徳」から「議論する道徳」への授業の転換が求められており、新たな指導法についても学習して

いく。これらの学習内容を踏まえた上で、現在の道徳教育が抱える課題やについて考察していく。 

８．学習目標 

１.道徳教育の歴史的経緯を踏まえ、現在の道徳教育の目標や内容について理解し、説明することができる。 

２.子どもの道徳性の発達理論について正しく理解し、発達段階に応じた道徳教育を行う指導力を養う。 

３.道徳教育の全体計画、年間指導計画を理解し、学習指導案を作成する能力を身に付ける。 

４.道徳教育の授業理論を理解し、特別の教科「道徳」で求められている実践的な指導力を身に付ける。 

５.道徳教育の課題と展望について学び、道徳教育に対する自らの考えを深め、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントは毎週課す。基本的には、次回の講義内容にかかわるテキストを精読し概要を把握すること。

そして、授業内容について自分の考えや意見をまとめること。加えて、４回のレポートを課す。学級におけ

る道徳の指導計画（１回）と道徳科学習指導案（3回）を完成すること。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 道徳編』教育出版、2018年。 
【参考書】 
田沼茂紀『道徳科で育む 21世紀型道徳力』北樹出版、2016年。 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

生徒指導提要（平成 22 年 3 月告示 文部科学省 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・道徳教育の歴史的経緯を踏まえ、学習指導要領における道徳教育の目標や内容について理解し、現代にお

ける道徳教育の意義について自らの考えを深めることができたか。 

・子どもの道徳性の発達理論について正しく理解し、発達段階に応じた道徳教育の指導法について理解でき
たか。 

・様々な道徳教育の授業方法について学び、学習指導案を立案し、道徳の授業を実践することのできる力を
身につけることができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 20％ 

・課題（中間レポート・小テスト・ワークシート等） 40％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教職として必須な科目であり、道徳教育の実際について具体的に踏み込んでいく授業となる。道徳教育は全

教育活動を通じで行うものであり、教科教育を基底で支える教育活動でもあるので、積極的な授業参加を心

がけてほしいと期待している。平成 31年度から道徳が特別の教科（中学校 小学校 30年度より）となった。

教育の目的が「人格の完成」ならば、まさに、道徳は教育の中心的な存在である。本講座は道徳教育につい

て学ぶとともに、自分の生き方についても、しっかりと考える時間にして欲しい。  

13．オフィスアワー 初回講義の際に連絡先・連絡方法を伝える。  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション‐道徳教育について考える‐
（Ⅰ理論編第 1章） 

事前学習 これまで受けてきた道徳の授業について振り返る。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第２回 道徳と道徳教育（Ⅰ理論編第 2章） 

事前学習 
教科書（pp.18～33）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第３回 
道徳教育の歴史（Ⅰ理論編第 3章） 
‐明治時代から現代まで‐ 

事前学習 
教科書（pp.34～48）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 



 

 

第４回 道徳性の発達（Ⅰ理論編第 4章） 

事前学習 
教科書（pp.49～64）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第５回 道徳教育の方法論的基礎（Ⅰ理論編第 5章） 

事前学習 
教科書（pp.65～79）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第６回 学校教育における道徳教育（Ⅱ実践編第 1章） 

事前学習 
教科書（pp.82～97）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第７回 
学習指導要領「特別の教科 道徳」（Ⅱ実践編第 2
章） 

事前学習 
教科書（pp.98～112）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第８回 道徳教育の学習指導案（Ⅱ実践編第 3章） 

事前学習 
教科書（pp.113～124）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第９回 道徳教育の授業理論‐価値明確化‐ 

事前学習 配布資料を読み、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１０回 道徳教育の授業理論‐モラル・ジレンマ‐ 

事前学習 配布資料を読み、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１１回 
道徳教育の授業理論‐構成的グループエンカウン
ター‐ 

事前学習 配布資料を読み、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことを

ノートにまとめ、分からなかったところがあれば教

員に質問する。 

第１２回 中学校 1学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニン
グしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の反

省をする。 

第１３回 中学校 2学年の道徳科模擬授業 

事前学習 
模擬授業に必要な資料を揃え、イメージトレーニン
グしておく。 

事後学習 
模擬授業の振り返りシートを作成し、模擬授業の反

省をする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第８回までの内容で模擬授業の指導案を作成しなさい． 

レポート形式：Ａ４用紙一枚 授業で形式は指示します． 

実施時期：第８回授業後に実施する． 

提出期限：第１２回の授業終了時に提出する．授業内で自分の考えに対するディスカッション，質疑を実施する．質問

は授業内，事後に受け付ける． 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し，学んだことをまとめる． 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：１１，１２回模擬授業から３学年を意識した指導案を作成しなさい． 

レポート形式：Ａ４用紙一枚 授業で形式は指示します． 

実施時期：第１１回授業後に実施する． 

提出期限：第１３回の授業終了時に提出する．授業内で自分の考えに対するディスカッション，質疑を実施する．質問

は授業内，事後に受け付ける． 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し，学んだことをまとめる． 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
特別活動の指導法（初等） （2単位） 

３．科目番号 

SJTC3412 

SJTC2412 

EDTE2307 ２．授業担当教員 安次嶺 隆幸 

４．授業形態 

◇講義、演習、模擬実習、グループワーク、ディスカッションなど 
例：導入：講義によって課題の把握→展開（演習）：自分の考えをま

とめる→グループでの話し合い→グループの考えを発表→全体での
協議→まとめ：協議内容を含め講義のまとめ 

５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

◇ 特別活動は、児童の自治的な能力や自主的な態度を育て、学力向上の基盤に必要な望ましい人間関係を築き、

いじめ問題などに対する予防薬的な役割を果たすなど、児童の成長に欠かせない教育活動である。そこで、特

別活動の意義や目標を確認し、その背景となる理論を理解するとともに、実践的な指導の在り方を身につけさ

せる。 

◇ 特別活動の方法原理や基本的な用語などの確認をしながら、学級活動を中心とした授業力等の理解と習得を
図る。 

◇ 演習内容は、小学校における「学級活動」を中心にその授業力・指導力を育成するものとする。学級活動を

中心に演習を展開する理由は、学級活動が特別活動の中核であり、集団成員としての望ましい資質や能力・態
度を育て、人間としての生き方に関する指導を行う中心的な場であるとともに、生徒指導の全機能が補充・深
化・統合される場として重要であるからである。また、教科書もなく学級担任としての力量が学級担任になる

と即刻問われるからである。 

８．学習目標 

1. 特別活動の目標や内容、特質と教育課程における位置づけについて理解し、教育課程全体を意識して計画や
指導を行うことができるようになる。 

2. 特別活動における評価・改善活動の重要性を理解し、適切な評価・改善活動を実践できるようになる。 

3. 小学校における特別活動の中核となる「学級活動」について、その特質を理解した上で、計画委員会が主体と
なって授業を展開する指導案（展開案）を作成し､合意形成に向けた話合い活動を指導できるようになる。 

4．特別活動における家庭、地域等との連携のあり方について理解し、指導に活かせるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

★ノート指定 ツバメノートA4品番A5008 JAN：4968796311105 一冊を準備しておくこと。毎回これを出席、

課題レポートに使用します。毎回プリント課題を配布しますので、このノートに貼り、授業後に提出します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

◇小学校学習指導要領解説 特別活動編（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

◇「将棋を指す子が伸びる理由」（小学館クリエイティブ）安次嶺隆幸著 

【参考書】 

生徒指導提要（平成 29年 3月告示 文部科学省） 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 
教養としての将棋（講談社現代新書）羽生善治・梅原猛・尾本惠一・安次嶺隆幸 共著 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．特別活動の目標や内容、特徴を踏まえて指導計画をつくることができる。 

２．指導計画をもとに適切な授業を行うことができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極性（発言・模擬授業の実施等）     総合点の２０％ 

２．日常の学習状況（出席・提出物）          総合点の３０％ 

３．課題レポート（中間・期末）            総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

★特別活動における、将棋の教育的意義の考察Ⅰ（春期） 
この授業では、｢将棋｣を取り上げ、教職を目指す人材を育成します。特別活動の指導法の一つとして実践して

いく中で、子ども達の現状、課題を見いだしていきます。また、毎回場面指導を行い、ディスカッションをして
教育に携わる専門性を学んでいきます。 
また、将棋の基本技術、理論と方法を学び、教職と志す資質も養うことを目指します。この授業を受けること

によって、受講者は、次の 3点ができるようになります。 
・現代の学校現場の問題点を理解し、教職として生きる自分の夢を実現する基本姿勢を養うことができる。 
・教師として、児童理解、指導、学級づくり＆授業づくりの理論と方法を理解し、また、将棋の効用を学び、
教職に携わる意欲と勇気を育むことができます。 
・現場に教職として就いた時、問題解決ができる様々な方法を学びとることができるようになります。 

★授業の約束 
１ 座席は指定とする。 
２ 正当な理由のない遅刻、早退、欠席をしないこと。（やむを得ず欠席する場合は、書面を提出のこと。） 
３ 携帯電話の電源は切るとともに操作しないこと、及び私語は厳禁のこと。 
４ レポート、アサイメントについては、指定した日までに必ず提出すること。（遅れた場合は減点です） 
５ 予習をするとともに、教育や特別活動に関連する図書や新聞記事に関心をもち読むこと。 
６ 教員を目指す大学生としての自覚と覚悟をもち、その品位を保つこと。 

★メッセージ 

特別活動に関する理論と実践を踏まえながら、毎回【場面指導】を取り入れ、教師としての資質を高めていき

ます。また、学級作り、対人関係、コミュニケーションツールとしても注目されている｢将棋の教育的意義｣も学

んでいきます。その歴史を紐解き、建学の精神にある、理論的・科学的思考力、実践的能力を統合し、柔軟な思

考力を養い、問題発見・解決能力のある教職の資質を身につけ、同時に将棋から学ぶことで受講自身が相手の気

持ちを察する力が身につく。実技も交えながら、将棋を指す実体験をすることで、児童の気持ちを体感し、自分

の教育観の土台を作り、教職に就く時の礎にして欲しい。 

13．オフィスアワー 月曜日：10：30～12：00・火曜日 10：30～12：00 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



 

 

第１回 

話は眼で聴く・オリエンテーション・座席指定

（毎回変更）・出席感想カード・指定ノート・学

習目標・場面指導・礼に始まり礼に終わる「3 つ

の礼」等 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』

p.1～特別活動の改訂の経緯を学び、「将棋」の位

置を理解する。 

課題：将棋で身に付く礼儀作法～3 つの礼と心構

え～ 

「負けました」投了で味わう悔しさと心の成長 

演習：将棋遊び①説明 

事前学習 

『小学校学習指導要領解説 特別活動編』を

概観してくる 

事後学習 

レポート課題 1「将棋の 3 つの礼について」

考えを整理してくる。 

第２回 

場面指導・学級活動の 3 箇条 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』

p.11～特別活動の目標の音読、解説、ディスカッ

ション。特別活動の方法原理や基本的な用語な

どの確認 

課題：感想戦で自己反省と共に相手と共有して

より高みを目指す意識、無言の声援がつなぐ親

子の絆 

演習：将棋遊び②説明 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.11～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 2「感想戦について」考えを整

理してくる。 

第３回 

場面指導・初めての学級指導 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』

p.20～特別活動の目標と各活動・学校行事の目

標との関連についての音読、解説、ディスカッシ

ョン 

課題：勝ち負けよりも喜ぶべき子どもの成長 

一戦の負けよりも振り返って次へ活かす勇気 

演習：将棋遊び③説明 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.20～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 3「勝ち負けよりも喜ぶべき子

どもの成長について」考えを整理してくる。 

第４回 

場面指導・特活の 6 つの学習過程 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』

p.24～ 

特別活動の基本的な性格と教育活動全体におけ

る意義についての音読、解説、ディスカッション 

課題：創意工夫によって形を変える「遊び」本来

の姿 

コンパクトに小さく簡素にする日本の文化 

演習：将棋遊び④説明 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.24～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 4「コンパクトに小さく簡素に

する日本の文化について」考えを整理してく

る。 

第５回 

場面指導・出来なかった子が出来た時 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』

p.43～学級活動の目標、内容、指導計画について

音読、解説、ディスカッション 

課題：駒は仕舞って駒箱へ ～道具を大切に仕舞

う心～ 

相手の気持ちになって考えること 

演習：将棋遊び⑤説明 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.43～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 5「駒を仕舞うことについて」

考えを整理してくる。 

第６回 

場面指導・学ぶはまねる 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』

p.84～児童会活動の目標、内容、指導計画につい

て音読、解説、ディスカッション 

課題：学べば学んだだけ強くなれる実体験、常に

一手を選択する判断力と自己責任 

演習：将棋遊び⑥説明 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.84～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 6「一手を選択する判断力と自

己責任について」考えを整理してくる。 

第７回 

場面指導・小さな石ころの話 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』

p.102～クラブ活動の目標、内容、指導計画につ

いての音読、解説、ディスカッション 

課題：頼れるものは自分自身のみ！真剣勝負の

経験 

損して得を取る、合理性と論理的思考力 

演習：将棋遊び⑦説明 

課題研究レポート①の提出 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.102～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 7「合理性と論理的思考力につ

いて」考えを整理してくる。 

第８回 

課題研究レポート①についての解説、意見交換 

場面指導・奪ってはいけない 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』

p.116～学校行事の目標、内容、指導計画につい

ての音読、解説、ディスカッション 

課題：相手の手番を「待つ行為」で身につく集中

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.116～を熟読してくる。 

事後学習 
レポート課題 8「待つ行為、考える筋肉につ

いて」考えを整理してくる。 



 

 

力と忍耐力、読みを「考え続ける筋肉」を訓練す

ることが、地道な努力の土台を作る 

演習：将棋遊び⑧説明 

第９回 

場面指導・子供に寄り添う 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動編』

p.136～主体的・対話的で深い学び、指導計画作

成についての音読、解説、ディスカッション 

課題：秒読み 30 秒！決断力と第一感、自分の経

験と読みを信じる力 

演習：将棋遊び⑨説明 

事前学習 

教科書『小学校学習指導要領解説 特別活動

編』p.136～を熟読してくる。 

事後学習 

レポート課題 9「決断力と第一感」について

考えを整理してくる。 

第１０回 

場面指導・細い一本道 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」の序章、音

読、解説、ディスカッション 

課題：不利な形勢でも諦めず逆転を生むために

辛抱する力 

持ち時間を余すことなく使い切るまで考え続け

る集中力 

演習：将棋の実戦①説明 

事前学習 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」序章を

熟読してくる。将棋の駒の動かし方を復習し

てくる。 

事後学習 

レポート課題 10「実戦対局してみての感想」

をノートに書いてくる。 

第１１回 

場面指導・担任の一言 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1 章将

棋で伸びる力①、音読、解説、ディスカッション 

課題：盤を介して行われる、相手と濃密なコミュ

ニケーション 

多方面の視点～全体感と局所の戦い～ 

演習：将棋の実戦②説明 

事前学習 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1 章

を熟読してくる。将棋の駒の動かし方を調べ

てくる。 

事後学習 

レポート課題 11「学級活動での個が生きる特

別活動指導案」を考えてくる。 

第１２回 

場面指導・何故廊下を走ってはいけないのか 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1 章将

棋で伸びる力②、音読、解説、ディスカッション 

課題：一歩落ち着いて相手の出方を見る、冷静な

視点、小心に見える態度も、じっくりと考えて行

動する「細心の注意」 

演習：将棋の実戦③説明 

課題研究レポート②の提出 

事前学習 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1 章

を熟読してくる。将棋の駒の動かし方を復習

してくる。 

事後学習 

レポート課題 12「学級活動での個が生きる特

別活動指導案」を推敲・リハーサルをしてく

る。 

第１３回 

課題研究レポート②の解説、意見交換 

個が生きる特別活動の指導法 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1 章将

棋で伸びる力③、音読、解説、ディスカッション 

指導案発表① グループ発表① 

子どもの育む夢をサポートするのが大人の役

割、不断の努力で身についた結果が「指運」をつ

かみ取る 

演習：将棋の実戦④説明 

事前学習 

教科書「将棋を指す子が伸びる理由」第 1 章

を熟読してくる。将棋の駒の動かし方をマス

ターする。 

 

事後学習 

 

レポート課題 13「模擬授業の指導案」の反省 

課題研究 

1 

課題研究レポート①テーマ：第 1 回～第 6 回の【特別活動の指導法】の《場面指導について》1 つ取り上げ、自

分の感想・考えを書き、それを踏まえて今児童に身につけさせたい力について（1000 字程度）で述べよ。 

実施時期：第 6 回講義後に実施する。 

提出期限：第 7 回講義後に課題研究レポート①を提出する。 

事前学習：第 1 回～第 6 回の講義ノートを振り返り、プリント資料を熟読し、課題レポート①について書く。 

事後学習：第8回講義で課題について解説、意見交換、質疑応答、添削指導をする。各自、もう一度校正し、清

書し、レポート①を完成する。 

課題研究 

2 

課題研究レポート②テーマ：第 7 回～第 11 回の【特別活動の指導法】の講義を受けて、将棋の教育的意義を一

つ取り上げ、自分が学んだこと、自分が成長したこと、これからこれをどう活かしていくか、自分の教育観を

（1000 字程度）で述べよ。 

実施時期：第 11 回講義後に実施する。 

提出期限：第 12 回講義後に課題レポート②を提出する。 

事前学習：第 7 回～第 11 回の講義ノートを振り返り、教科書「将棋を指す子が伸びる理由」を熟読し、また配

付されたプリントを見返し、自分の学びを整理して課題レポート②について書く。 

事後学習：第13回講義で課題について解説、意見交換、質疑応答、添削指導をする。各自、もう一度校正し、清

書し、レポート②を完成する。「特別活動の指導法」の講義を終えての感想、振りかえり、自己変容、これからの

抱負を整理して教師としての教育観を育む。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 特別ニーズ教育論（初等・小）（2 単位） 

３．科目番号 EDTE2310 

２．授業担当教員 柳本 雄次  

４．授業形態 

講義だけでなく様々な形態のグループ討議など、アクティブラ

ーニングに基づいた履修者同士の実践的な学び合いを重視す

る。※可能であれば補講期間に関連施設の見学なども予定す

る。 

５．開講学期 春期  

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童を理解するために、(1) インクルーシブ教育の理念とシス

テム構築の具体化の模索、(2)わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開、(3)特別支援学校や特別支援学級、
通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題、についてそれぞれ講述する。 

８．学習目標 

1. 特別の支援を必要とする児童の障害の特性及び心身の発達について理解し、説明することができる。 

2. 特別の支援を必要とする児童に対する教育課程や支援の方法について理解し、説明することができる。 

3. 障害の有無に関わらず特別な教育的ニーズのある児童の学習上の困難とその支援について理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメント】 

毎回テーマに関連した事前・事後学習の結果を記述したノートの作成 

【レポート課題】 

特別支援教育制度の歴史と課題、②インクルーシブ教育の理念と通常学校教育におけるその具現化  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

玉村公二彦・清水貞夫・黒田学・向井啓二(2017)『キーワードブック特別支援教育−インクルーシブ教育時代の

障害児教育』クリエイツかもがわ 

【参考資料】 

特別支援学校 小学部・中学部学習指導要領（平成 29 年 4 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・障害の有無に関わらず特別の教育的ニーズのある児童の発達や学習の過程について理解できたか。 

・インクルーシブ教育と特別支援教育に関する基本的な用語や概念を理解することができたか。 

・インクルーシブ教育の理念とシステム構築の具体化について模索できたか。 

・わが国の特別支援教育の理念、制度及び展開について理解できたか。 

・発達障害の児童や障害を抱える児童の心身の発達や学習の過程を展望することができたか。 

・特別支援学校や特別支援学級、通級による指導、地域連携支援などの特別支援教育の各形態の現状と課題に
ついて自らの考え方をもとことができたか。 

・通常学級における授業のユニバーサル化について理解できたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

現在小学校において、障害の有無を超えて特別な配慮・支援の必要な児童が在学しています。今後のインクル

ーシブ教育システムの構築に向け、必要とされる支援の内容・方法を具体的に学んでいきましょう。  

13．オフィスアワー   

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

障害児教育の歴史と変遷 

母国語や貧困等の問題から教育的ニーズを抱えた児童

への対応 

事前学習 
教科書「第５章」（pp.247-281）を熟読してお

く。 

事後学習 

特別ニーズ教育論を学ぶ意義について考え

る。本時の授業のポイントや用語についてノ

ートに整理する。 

第２回 
インクルーシブ教育の国際動向（サラマンカ声明と障害

者の差別、合理的配慮） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.12-29）を熟読しておく。 

事後学習 

授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。わからないことは

教員に質問する。 

第３回 
特別支援教育とインクルーシブ教育（わが国の特別支援

教育の理念と制度、交流及び共同学習） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.30-47）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第４回 
特別支援教育とインクルーシブ教育（通常学級における

合理的配慮とユニバーサルデザイン教育） 

事前学習 教科書「第１章」（pp.48-69）を熟読しておく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第５回 
障害児の教育課程と方法（特別支援学級や通級指導教室

の教科指導（読み・書き）作業学習・自立活動） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.90-111）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第６回 

障害児の教育課程と方法（通常学級での授業づくりの手

法としての授業のユニバーサルデザイン化・特別支援学

級や通級指導教室における教材教具の役割・授業研究） 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.112-123）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第７回 
障害児の教育課程と方法（ICTを用いたコミュニケーシ

ョンの光と影、発達障害や軽度知的障害を抱えた生徒に
事前学習 

教科書「第２章」（pp.124-143）を熟読してお

く。 



 

 

対するソーシャルスキルトレーニング） 
事後学習 

授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第８回 

特別支援学校の制度（視覚障害教育と聴覚障害教育、病

弱教育）と障害をあわせ有する重複障害の知的代替の教

育課程 

事前学習 
教科書「第２章」（pp.144-153）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第９回 
障害と発達の基礎概念（発達保障の考え方、障害者の自

立、発達と教育の関係） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp. 155-161）を熟読して

おく。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第１０回 
障害と発達の基礎概念（いじめや非行、不登校と障害の

関連、QOLを高めるための教育的な支援） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.162-171）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第１１回 
障害の診断・判断・支援（知能検査とダウン症の行動特

性の観点からの課題と支援） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.172-185）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第１２回 
障害の診断・判断・支援（読み書き障害、ADHD、自閉症

スペクトラム） 

事前学習 
教科書「第３章」（pp.186-195）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

第１３回 
就学前から就学へ（児童発達支援、障害児と学童保育、

相談事業） 

事前学習 
教科書「第４章」（pp.207-245）を熟読してお

く。 

事後学習 
授業内容やグループで討議したことについて

ワークシートにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：特別支援教育の教育課程の特徴について、第６回～第９回の講義内容(教科書第２章障害児の教育課程と

方法 pp.71～153)を踏まえ、自分の考えを論述する。 

レポート形式：A4 用紙 1～2 枚(1,500 字程度) 

実施時期：第 6 回の授業時に連絡する。 

提出時期：第 10 回の授業開始時に提出する。 

 提出後、添削指導・質疑応答を第 13 回授業終了後に教室で実施する。添削指導等について疑問がある場合は随時受け付

け指導を行う。 

事後学習：作成レポートとその添削指導や質疑応答等を整理しまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：障害と発達の基礎概念と障害の診断・判断・支援の概要について、第 10 回～第 13 回の講義内容と教科書

第３章 pp.198～206)を読んで、レポートにまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1～2 枚(1,500 字程度) 

実施時期：第 10 回の授業時に連絡する。 

提出時期：第 15 回の授業開始時に提出する。 

 提出後、添削指導・質疑応答を期末試験までの期間に個別に研究室で実施する。 

事後学習：作成レポートとその添削指導や質疑応答等を整理しまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
日本語教育の理論と方法 （2単位） 

３．科目番号 EIIE2151 

２．授業担当教員 野口 芙美 

４．授業形態 講義・演習・討論・発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 日本語教育の基礎的な理論とその展開の方法について学習する。日常使用する日本語を客観的に捉える力

を養うことによって、自身の日本語力の向上をはかる。また「言語としての日本語」を知り、「外国人に日本

語を教えること」とは何であるのかを知る。具体的には、日本語教育の歴史と現状、日本語の特徴とその社

会文化背景要因、日本語の音韻体系や文法、日本語を学ぶ学習者事情といった側面から説く。 

８．学習目標 

1.日本語教育学の基礎知識について説明できるようになる。 

2.日本語教育学の基礎知識を、自分で用例を挙げながら解釈したり、母語の知識と比較したりできるように

なる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．毎授業ごとにワークシートを配布し、それに沿ってペアワークやグループワークを行いながら授業を進め

る。ペアワーク・グループワークでの内容は授業後にワークシートにまとめ、課題とともに次回の授業で提

出する。 

2．興味のある地域を一つ選び、その地域における日本語教育について調べて発表する（第5回授業）。発表

した内容はレポートにまとめて提出する（課題研究I）。 

3．自身の音読を録音し、発音の問題や特徴を見直す（第9回）。フィードバックを踏まえて改善した音読を

提出し、改善点を発表する（課題研究Ⅱ）。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 高見沢孟 監修『新・はじめての日本語教育 1 日本語教育の基礎知識』アスク出版、2016年 

【参考書】 ①荻野綱男編著『現代日本語学入門 改訂版』明治書院、2018年 

②高見沢孟他著『新・はじめての日本語教育 2 日本語教授法入門』アスク出版、2016年 

※②は「日本語教授法Ⅰ」「日本語教授法Ⅱ」でも使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）日本語教育学の基礎知識について説明できるようになったか。 

２）日本語教育学の基礎知識を日本語（と母国語）に当てはめ、自分で用例を挙げながら解釈できるように

なったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度（事前課題への取り組み姿勢を含む） 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・小発表等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

日本語を日常的に使用しているからと言って、日本語を理論的に説明する、ましてや非母語話者に教えると

いう行為は誰にでも簡単にできるものではない。この授業では、日本語というものを客観的に捉え直し、他

の言語と比べてどのような特徴があるのかを紐解きながら、外国語・第二言語としての日本語の教授スキル

を学ぶ。授業を通して、これまで気づかなかった日本語の難しさや面白さを楽しみながら見つけてほしい。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、日本語教育の今、日本語教育の歴

史と現状 

事前学習 

日本語は現在どの国の学習者がどのぐらい

の人が学んでいるのか、また海外で日本語は

どのように扱われているのか考えてくる。 

事後学習 
自分の興味のある地域を一つ選び、その地域

における日本語教育について調べる。 

第２回 

第 1章 言語としての日本語 

1．日本語はどこから来たか 

2．語順から見た日本語 

3．日本語はどんな類型に属するか 

4．日本語にはどんな特徴があるか 

事前学習 

教科書 pp.8-22を熟読しておく。 

事後学習 

ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第３回 

第 2章 日本語の音声① 

1．日本語の「音」 

2．日本語の音節 

3．日本語のリズム 

4．日本語の母音 

5．日本語の子音 

事前学習 

教科書 pp.24-36を熟読しておく。 

事後学習 

ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 



 

 

第４回 

第 2章 日本語の音声② 

6．日本語の半母音 

7．日本語の「音素」 

8．母音の無声化（devoicing） 

9.  日本語のアクセント 

10．日本語のイントネーション（音調） 

事前学習 
教科書 pp.37-44を熟読しておく。 

事後学習 

ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第５回 

第 2章 日本語の音声② 

11．日本語の音声指導 

12．日本語教師の音声訓練 

プレゼンテーション：〇〇における日本語教育 

事前学習 
教科書 pp.45-58を熟読しておく。 

プレゼンテーションに向け、準備を行う。 

事後学習 

フィードバックを参考に、発表内容をレポー

トにまとめる。 

課題を音読したものを録音して提出する（第

8回まで） 

第６回 

第 3章 日本語の文法①  

1．日本語文法と国文法 

2．文型教育：表現文型のリストと提出順序 

3．品詞分類 

4．動詞の活用 

事前学習 
教科書 pp. 60-73を熟読しておく。 

事後学習 

ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第７回 

第 3章 日本語の文法②  

5．日本語の文法的特徴 

6．名詞文「～は～です」 

7．主語と主題 

8．「こそあど」詞：指示詞 

9．形容詞 

事前学習 
教科書 pp. 74-90を熟読しておく。 

事後学習 

ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第８回 

第 3章 日本語の文法③ 

11．動詞と表現意図 

12．「いる」と「ある」：存在文と所在文 

13．自動詞と他動詞 

14．「～ている」  

18．授受表現 

20．「は」と「が」の用法 

事前学習 
教科書 pp.93-110を熟読しておく。 

事後学習 

ワークシートをまとめる（次回授業で提出） 

第９回 発音トレーニング 

事前学習 
自分自身の音読をよく聞き、気づいたことを

まとめてくる。 

事後学習 
フィードバックを踏まえ、もう一度音読を録

音して持ってくる。 

第１０回 
第 4章 日本語の文字・表記① 

[参考]  -日本語の文字の歴史- 

事前学習 教科書 pp. 164-174を熟読しておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１１回 

第 4章 日本語の文字・表記② 

1．常用漢字表について 

2．漢字の筆順 

3．送り仮名のつけ方 

4．現代仮名遣い 

5．外来語の表記 

6．ローマ字の表記 

7．くぎり符号・くり返し符号・横書きの書き方など 

事前学習 

教科書 pp. 132-162を熟読しておく。 

事後学習 

ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１２回 

第 5章 語彙 

1．語彙と語の違い 

2．語種 

3．語構成 

4．語彙の体系 

5．語を数える 

6．位相 

事前学習 

教科書 pp.176-189を熟読しておく。 

事後学習 

ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１３回 

第 6章 社会言語学 

2．敬語 

3．方言と共通語 

4．文法以外のコミュニケーション行動 

5．コミュニケーション・ストラテジー 

6．言語接触 

これまでの授業の振り返り 

事前学習 

教科書 pp.195-219 を熟読しておく。これま

での学習内容を復習し、疑問点を明らかにし

ておく。 

事後学習 

ワークシートをまとめる（授業後に提出）教

科書、ワークシートを復習し、期末試験の準

備をする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 5回の発表について、レポートにまとめること。調べた内容だけでなく、必ず自身の感想・意見を

書くこと。 

レポート形式：A4用紙 1枚以上（1,200字～） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

     提出されたレポートは添削して返却し、質疑応答・意見交換を第 7回授業終了後に教室で行う。添削内容等

について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付ける。 

事後学習：添削指導・意見交換を踏まえ、学んだことをまとめる。 



 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 9回で行った発音トレーニングでの指導を踏まえ、もう一度同じ部分を録音し提出する。その際、

どのような部分に気を付けたか、どの部分をどのように改善したのかをまとめて提出すること（提出用ワークシートを

配布する） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出されたレポートは添削して返却し、質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。添削内容等

について引き続き質問がある場合はその後メール等で随時受け付ける。 

事後学習：添削指導・意見交換を踏まえ、学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



        

 

１．科目名（単位数） 日本の文化と言語Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 GECM1717 

２．授業担当教員 新井 美也子 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は、本学で学ぼうとする留学生の日本語運用能力のレベルアップと日本の文化や言語についての
理解をより一層深めることを目的としています。日本の文化や言語についての理解を深めるため、日本で暮
らす様々な人々、文化や社会的な問題に関する資料と読み物を教材として用い、身近な問題を通して、段階

的に日本の文化や言語の多様な側面について学んでいきます。本講義は、資料の読解、発表とディスカッシ
ョン、作文、そして語彙・文法に関する小テスト等で構成されます。 

８．学習目標 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深める。 

２．日本語で書かれた身近な問題を扱う資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 
３．身近な問題について、議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 
４．身近な問題について、日本語での口頭発表を行う能力を養う。 

５．身近な問題について、自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．日本の文化や言語についての理解度を確認するため、教科書pp．154-158の内容確認問題を行う。 

２．日本の文化や言語について、自分の立場から説明できるようになるために、授業内容に指示したタスク
を実施する。 

３．各回のタスクで取り組んだテーマのなかから一つを選び、期末レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 
佐々木瑞枝『クローズアップ日本事情 日本語で学ぶ社会と文化』ジャパンタイムズ、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深めることができたか。 

２．日本語で書かれた身近な問題を扱う資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

３．身近な問題について、議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

４．身近な問題について、日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

５．身近な問題について、自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業ができるようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１．授業への参加態度 総合点の３０％ 

２．試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の３０％ 

３．提出課題（レポート等） 総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、身近な日本の文化や言語に目を向けるきっかけを提供したい。アサイメント及びレポー

トについては、受講生の関心や状況に応じて、扱うテーマや分量などの調整を行う場合があるが、授業担当

教員の指示に従って取り組んでほしい。 

なお、受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退など（不必要な退出も含む）せず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明、自己紹介（自分の目標など） 
事前学習 教科書の目次を読んでおく。 

事後学習 自分の目標を文章にまとめてみる。 

第２回 Unit1 日本ってどんな国 １日本の面積と人口 
事前学習 日本の面積や人口の特徴を調べてみる。 

事後学習 教科書 p.15 タスク Aに取り組む。 

第３回 Unit1 日本ってどんな国 ２四季の変化と天気予報 

事前学習 
教科書 pp.15-17 を読み、日本の四季につい

て説明してみる。 

事後学習 
教科書 pp.15-17 を踏まえ、自国と日本の気

候の違いを整理してみる。 

第４回 
Unit1 日本ってどんな国 タスク C  

日本の花見との比較から気づいたことを話し合う 

事前学習 
教科書 p.18 タスク C に取り組み、発表原

稿を準備しておく。 

事後学習 
クラスメートの出身国の花についてまとめ

てみる 

第５回 Unit1 日本ってどんな国 内容確認問題  

事前学習 

教科書 pp.13-20を読み直し、p.154の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 

教科書 pp.13-20 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

 

 



        

 

第６回 Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし １日本の都市 

事前学習 
教科書 pp.21-23 を読み、日本の都市につい

て説明できるようにしておく。 

事後学習 
教科書 p.21 を参考にして、囲炉裏について

説明してみる。 

第７回 
Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし ２「地方の暮ら

しにくさ」から「地方創生」へ 

事前学習 
教科書 pp.23-25 を読み、日本の地方の特徴

について、整理してみる。 

事後学習 
教科書 pp.23-25を踏まえ、「地方創生」の事

例について情報を集めてみる。 

第８回 Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.21-28を読み直し、p.155の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.21-28 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第９回 Unit3 日本の旅を楽しもう １安全で正確な新幹線 
事前学習 

教科書 pp.30-31 を読み、新幹線について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.31のタスク Aに取り組んでおく。 

第１０回 
Unit3 日本の旅を楽しもう ２長距離移動に便利な飛

行機 

事前学習 
教科書 p.32 を読み、日本の空港の特徴につ

いて考えてみる。 

事後学習 教科書 p.32のタスク Bに取り組んでおく。 

第１１回 
Unit3 日本の旅を楽しもう ３都市部で発達する地下

鉄網 

事前学習 
教科書 p.33 を読み、日本の地下鉄の特徴に

ついて整理しておく。 

事後学習 教科書 p.33のタスク Cに取り組んでおく。 

第１２回 
Unit3 日本の旅を楽しもう 4 分刻みで運行する鉄道

ダイヤ ５目的地までのルート選び 

事前学習 
教科書 pp.34-35 を読み、日本の電車に乗る

際のマナーについて考えてみる。 

事後学習 教科書 p.35 タスク Dに取り組んでおく。 

第１３回 Unit3 日本の旅を楽しもう ５ICカード乗車券 
事前学習 

教科書 p.36 を読み、IC カード乗車券につい

て、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.36のタスク Fに取り組んでおく。 

第１４回 Unit3 日本の旅を楽しもう 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.29-40を読み直し、p.156の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.29-40 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第１５回 Unit4 いただきます１日本の食糧自給率と食品輸出入 
事前学習 

教科書 p.42 を読み、日本の食糧事情につい

て説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.43のタスク Aに取り組んでおく。 

第１６回 Unit4 いただきます ２地産地消が進む学校給食 
事前学習 

教科書 p.43 を読み、給食について説明でき

るようにしておく。 

事後学習 教科書 p.43のタスク Bに取り組んでおく。 

第１７回 Unit4 いただきます ３和食文化の普及 
事前学習 

教科書 p.44 を読み、和食文化について説明

できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.45のタスク Cに取り組んでおく。 

第１８回 Unit4 いただきます ４道の駅 
事前学習 

教科書 p.46 を読み、道の駅について説明で

きるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.46のタスク Dに取り組んでおく。 

第１９回 Unit４ いただきます ５日本のおいしい水 
事前学習 

教科書 p.47 を読み、日本の水について説明

してみる。 

事後学習 教科書 p.47のタスク Eに取り組んでおく。 

第２０回 Unit４ いただきます ６B級グルメとご当地グルメ 
事前学習 

教科書 p.48を読み、B級グルメとご当地グル

メについて説明してみる。 

事後学習 教科書 p.48のタスク Fに取り組んでおく。 

第２１回 Unit４ いただきます ７日本で旅した世界の料理 
事前学習 

教科書 p.49 を読み、日本で楽しめる世界の

料理について調べてみる。 

事後学習 教科書 p.49のタスク Gに取り組んでおく。 

第２２回 Unit４ いただきます 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.39-51を読み直し、p.157の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.39-51 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第２３回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事 タスク A お正月に

ついて 

事前学習 
教科書 pp.54-55 を読み、お正月について説

明できるようにしておく。 

事後学習 

教科書 p.55 タスク Aに取り組んでおく。 

 

 



        

 

第２４回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事 タスク B 卒業式・

入学式について 

事前学習 
教科書 pp.54-55 を読み、卒業式・入学式に

ついて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.57 タスク Bに取り組んでおく。 

第２５回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事   タスク D日本の

お祭り 

事前学習 
教科書 p.59 を読み、日本のお祭りについて

説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.59 タスク Dに取り組んでおく。 

第２６回 
身近な日本文化・言語のまとめ：確認テストと日本語到

達度チェック 

事前学習 

教科書の Unit1 から Unit5 を読み直し、

pp.155-158 の内容確認問題を答えることが

出来るようにしておく。 

事後学習 

この授業を通して理解を深めることが出来

た日本の文化や言語について紹介文を作成

してみる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回・第３回で学習した「日本の気候的な特徴」を踏まえて、あなたの国の気候の特徴について、

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、クラスメートの出身国の気候と自分の国、日本の気候の違いについてまと

めてみる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第６回・第７回で学習した「日本の都市と地方」という視点から、あなたの「住みたい地域」につい

て、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１４回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、都市と地方の違いについてまとめてみる。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第９回から第１３回で学習した「日本の旅」という視点から、「観光プラン」を考え、レポートにま

とめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第１３回の授業後に実施する。 

提出期限：第１８回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第２２回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、日本の観光の特徴についてまとめてみる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第１５回から第２１回で学習した「日本の食生活」という視点から、「日本における自国料理のレス

トラン」について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第２１回の授業後に実施する。 

提出期限：第２５回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第２６回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、日本の外国料理店の特徴についてまとめてみる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 乳児保育Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 

SSOT3617 

SCOT3617 

SJMP3136 ２．授業担当教員 佐野 葉子・後藤 裕子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
「乳児保育」で学習したことを基礎とし、保育所及び乳児院、児童養護施設等における、乳児あるいは低

年齢児にかかわる保育内容について実践的な視点から具体的・総合的に理解する。 

８．学習目標 

１．乳児保育の経緯と現状について理解し、その役割について説明することができる。 

２．3 歳未満児の発育・発達について学び、健やかな成長を支える生活や遊び・援助の仕方について計画
し、実践することができる。 

３．乳児が健康で楽しく、安心して生活できる環境について保育施設および家庭のあり方について考察す

ることができる。 
４．職員や保護者との連携の重要性を理解し、育児相談への対応の仕方について実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内で指定いたします 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】志村聡子『はじめて学ぶ乳児保育』同文書院 

【参考書】厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．乳児保育の経緯と現状について理解し、その役割について説明することができる。 

２．3歳未満児の発育・発達について学び、健やかな成長を支える生活や遊び・援助の仕方について計画し、

実践することができる。 

３．乳児が健康で楽しく、安心して生活できる環境について保育施設および家庭のあり方について考察する

ことができる。 

４．職員や保護者との連携の重要性を理解し、育児相談への対応の仕方について実践することができる。 

○評定の方法 

期末テスト 50％、宿題レポート 30％、授業態度 20％で評価する。 

上記のほかに、本学の規程に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では「乳児保育」で履修したことをベースにして、発達区分ごとの保育内容や保育環境、保護者へ

の対応、また保育者同士の連携のあり方など、さらに内容を深く掘り下げていきます。2 年次に学習したこ

とをよく復習しておいてください。グループ討議と発表が中心の授業です。自ら積極的に参加して欲しいと

思います。 

13．オフィスアワー 授業内で周知いたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス：乳児のとらえ方 
事前学習 

教科書を読んでくる。乳児期とはどのような

時期か、また乳児の特徴について調べる。 

事後学習 乳児の特徴について整理する。 

第２回 乳児の発育 身体、運動、神経、精神 

事前学習 乳児の発育について学習する 

事後学習 
乳児の発育と、影響を与える要因について整

理する。 

第３回 保護者との連携 

事前学習 
保護者との連携において、どの様な連携が必

要であるか調べる。 

事後学習 
保護者との連携においてどのような配慮が

必要かまとめる 

第４回 乳児を取り巻く環境 

事前学習 
乳児を取り巻く環境について把握し、虐待の

種類、発生要因について調べる。 

事後学習 
虐待の要因について理解し、予防するための

方法を整理する。 

第５回 デイリープログラム：０歳 

事前学習 ０歳のデイリープログラムについて調べる 

事後学習 
０歳のデイリープログラムについてまとめ

る 

第６回 デイリープログラム：１歳 

事前学習 １歳のデイリープログラムについて調べる 

事後学習 
１歳のデイリープログラムについてまとめ

る 

第７回 デイリープログラム：２歳 

事前学習 ２歳のデイリープログラムについて調べる 

事後学習 
２歳のデイリープログラムについてまとめ

る 

第８回 乳児に必要な養護①：おんぶ、抱っこの方法を学ぶ 
事前学習 乳児の抱っこやおんぶの方法を調べる。 

事後学習 乳児の抱っこやおんぶの方法をまとめる。 

第９回 乳児に必要な養護②：食事、授乳の必要性を学ぶ 

事前学習 
乳児の食事の重要性、授乳方法、食事の方法

について調べる。 

事後学習 
乳児の食事の重要性についてまとめ、授乳方

法や食事方法について整理する。 



 

 

第１０回 乳児に必要な養護③：沐浴 

事前学習 沐浴の目的手順を調べる。 

事後学習 
沐浴の実際を経験し手順、注意事項について

まとめる 

第１１回 乳児の遊びと保育①教材作成 

事前学習 玩具作成に必要な物品を準備する。 

事後学習 

玩具の作成ができていない人は完成させる。

玩具を作った目的、使用方法についてまと

め、発表の準備をしておく。 

第１２回 乳児期に起こりやすい事故と病気 

事前学習 
乳児期に起こりやすい事故と病気について

調べる。 

事後学習 
乳児期に起こりやすい事故の原因と、病気の

症状、看護について整理する。 

第１３回 まとめ 

事前学習 
乳児保育の授業で疑問に感じたことや重要

だと思った内容の見直しを行う。 

事後学習 
乳児保育を行うために重要な内容をまとめ

る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「乳児の遊び」について 1遊びの重要性、2発達段階と遊びについてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚、40字 40行明朝体、10.5ポイントで印刷して下さい。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

実施時期：第5回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付

け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「乳児の遊び」について、発達段階をふまえた手作りおもちゃの計画書を作成してください。 

1対象年齢、2対象年齢の発達段階、3作成するおもちゃの説明（材料、遊ぶ方、楽しみ方など）をまとめてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚、40字 40行明朝体、10.5ポイントで印刷して下さい。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

実施時期：第5回以降の授業後に実施する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付

け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人間環境学入門 （2単位） 

３．科目番号 EIIE2103 

２．授業担当教員 鈴木 路子・山本 静雄・神宮 直人 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 本講義は、「人間」と「環境」に関する基礎知識を広く学び、人間の発育、生活生存と各種環境問題との関

連について多角的な視点から理解する力を養うことを目指すものである。「人間」と「環境」に関する多様な

「学び」にふれながら、様々な視点から主体的・自律的なくらし方や健康問題を探求する力を身につける。

具体的には、「人間」と「環境」に関する諸問題の現状の把握から代表的な思想を取り上げた上で、科学的な

理解として、①人間の成長過程における体温調節能力をコアとした「適応のメカニズム」、②重要な生体防御

機構である「免疫のしくみ」等について、くらしに役立つ情報と合わせて概説していく。 

８．学習目標 

（１）「人間の健康にとって環境とは何か」という問いを深く探求する態度を身につける。 

（２）人間と環境に関する知見、基礎的な「適応のメカニズム」、「免疫のしくみ」に対する理解を深め、

わかりやすく説明することができる。 

（３）本講義で学んだ知見をふまえ、主体的・自律的なくらし方や健康問題を探究する力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（読解力向上に向けた課題） 

テーマごとに配布された資料を熟読し、要点を報告できるようにしておくこと。 

（思考力向上に向けた課題） 

テーマごとにグループディスカッションを行い、グループで出した結論を発表すること。 

（文章力向上に向けた課題） 

テーマごとに課題を設定し、小レポートを提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

適宜、資料を配布する。 

【参考書】 

鈴木路子『人間環境教育学』建帛社、2017年。 

鈴木路子・真野喜洋編『教育健康学』ぎょうせい、2010年。 

鈴木路子編『人間環境・教育福祉論』光生社、2007年。 

鈴木路子『くらしの科学としての人間環境学』福村出版、1995年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

【評価の規準】 

（１）「人間の健康にとって環境とは何か」という問いを深く探求する態度を身につけることができたか。 

（２）人間と環境に関する知見、基礎的な「適応のメカニズム」、「免疫のしくみ」に対する理解を深め、

わかりやすく説明することができたか。 

（３）本講義で学んだ知見をふまえ、主体的・自律的なくらし方や健康問題を探究する力を身につけること

ができたか。 

【評定の方法】 

①授業態度（40%）②課題レポート（30%）③期末レポート（30%）の成果によって決められる。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代の健康課題を解決していく手がかりを、環境適応能力の立場から探求し、よりよい人間の生命生存につ

いて共に考える場に、意欲を持って取り組むことを期待したい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション－「人間」と「環境」についての学

び 

【講義・グループワーク】 

事前学習 シラバスで授業内容を確認してくること 

事後学習 
この授業を受講する際のポイントをワークシ

ートに整理すること 

第２回 
環境問題の多様性について 

【講義・グループワーク】 

事前学習 
「身近な環境問題」と「世界が抱える環境問題

について調べてくること 

事後学習 
本時の授業のポイントをワークシートに整理

すること 

第３回 

人間と環境に関する思想の歴史①：人間中心主義・自然

中心主義について 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだキーワードと重要人物に関して

ワークシートに整理すること 

第４回 

人間と環境に関する思想の歴史②：エコロジー・持続可

能性について 

【講義・グループワーク 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだキーワードと重要人物に関して

ワークシートに整理すること 

第５回 

環境に対する科学的な理解－適応のメカニズム①：温熱

生理学の視点から 

【講義・グループワーク 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 

第６回 

環境に対する科学的な理解－適応のメカニズム②：人間

生態学的視点から 

【講義・グループワーク 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 

第７回 

環境に対する科学的な理解－環境中の病原体と免疫反

応(有益な免疫) 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 



 

 

第８回 

環境に対する科学的な理解－環境中のアレルゲンと免

疫反応(有害な免疫とその予防) 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 

第９回 
環境と病理－生活環境汚染物質について 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 

第１０回 
参加型市民教育・学習としての人間環境学 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
本時に学んだ重要事項に関してワークシート

に整理すること 

第１１回 

主体的・自律的なくらしに向けて私たちにできること① 

－学校教育・健康教育とのつながり 

【講義・グループワーク】 

事前学習 配布資料を読んでくること 

事後学習 
指定された課題に取り組むこと 

第１２回 

主体的・自律的なくらしに向けて私たちにできること② 

－地域社会とのつながり 

【講義・グループワーク】 

事前学習 「学校での取り組み」について調べてくること 

事後学習 
各グループの発表についての講評を書いてく

ること 

第１３回 

循環型社会の実現に向けて 

－「持続可能な社会」を実現する人材の育成 

【講義・グループワーク】 

事前学習 「地域での取り組み」に関して調べてくること 

事後学習 
各グループの発表についての講評を書いてく

ること 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～5回までの講義内容を踏まえて、「なぜ人間にとって健全な環境の維持・保全が必要である 

        と考えるか」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：パソコン使用の場合：A4用紙 1枚（10.5ポイントで 1300字程度） 

       手書きの場合：400字横書き原稿用紙を使用すること（1300字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

     レポートの添削等に関する質問は、毎回の講義の前後に受け付け、適宣指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 5回～9回までの講義内容を踏まえて、「環境中の病因となる因子の中で、多数の人を発症させる 

        （ている）因子 3つ以上を列挙し、その理由」について簡潔にレポートにまとめなさい。 

レポート形式：パソコン使用の場合：A4用紙 1枚（10.5ポイントで 1300字程度） 

       手書きの場合：400字横書き原稿用紙を使用すること（1300字程度） 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

     レポートの添削等に関する質問は、毎回の講義の前後に受け付け、適宣指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位数） 認知症の理解Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SNMP3113 

２．授業担当教員 先崎 章 

４．授業形態 講義、質疑応答形式を併用 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

認知症の理解Ⅰをふまえ、認知症の医学的、行動的、心理的、社会福祉的概要の理解をさらに深めていき

ます。将来社会人となってから、他の職員に引けをとらないだけの知識の習得を目指します。老人医療、地
域社会、精神保健および精神保健福祉制度についても関心がいくように、話題を展開します。すなわち、精
神疾患（含、認知症）の増加、障害者概念の広がりにより、平成 25 年度から施行された新たな医療計画に 5

疾病 5 事業の一つとして精神疾患（含、認知症）が加わり、また同時に（介護保険法に準ずる形で）地域障
害者総合支援法がスタートしました。最近の福祉・医療の概要、動向についても理解を深めていきます。 

原則として教科書『認知症ケア標準テキスト 改訂・認知症ケアの実際Ⅱ：各論』日本認知症ケア学会編 

（株）ワールドプランニング の内容に沿って学習を進めていきます。 

８．学習目標 

１．介護福祉士として必要な認知症の知識を身につける。 

２．脳の機能や老人の心理や精神疾患についての理解を深め、説明することができる。 
３．認知症に付随する身体症状や介護についての視点も身につける。 
４．家族の力や地域資源を活かす視点を身につける。 

５．認知症や高齢者に関する制度の理解を深め、説明することができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

講義で取り上げた項目や学生の関心事項の中から、選択してレポート(文章と図を合わせてA4  4枚)作成し提
出する。 
詳細は授業の中で説明します。レポートの提出ではなくて、講義の中で一部時間をとって、 
発表の形式（コメントで内容を補う）にすることも考えています。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】日本認知症ケア学会編『認知症ケア標準テキスト 改訂５版・認知症ケアの実際Ⅱ：各論』 
（株）ワールドプランニング。 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

【参考書】山口晴保編『認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント 第２版』協同医書出版社。 
『新・精神保健福祉士養成講座１ 精神疾患とその治療 第２版』中央法規。 
東京福祉大学編『社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．認知症に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．認知症の介護や支援の原則や方法について、明瞭かつ論理的な説明をすることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 毎回の提出物、授業態度 総合点の５０％ 

２ 課題レポート      総合点の１０％ 

３ 復習テスト（随時実施） 総計点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

基本的な知識を習得するためには、地道な学習活動と基本事項を記憶することが必要です。認知症ケア専
門士認定試験は実務経験３年以上必要な民間資格で、卒業後３年経過しないと受験できません。しかしその
認定試験問題を意識することによって、具体的な学習到達レベルを、各自が把握することができます。この
試験の「認知症ケアの基本」および「認知症のケアの実際Ⅱ：各論」分野の合格レベルを目指します。この
認知症ケア専門士認定試験用の教科書を使用します。 

13．オフィスアワー 木曜日（授業、会議のない時間帯） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、認知症Ⅰの復習 
事前学習 「認知症Ⅰ」配布プリントの復習 

事後学習 復習配布プリントの復習 

第２回 行動・心理症状（BPSD）とその対応―基本編 
事前学習 教科書で BPSDの箇所を読んでくる 

事後学習 BPSDについての配布プリントの復習 

第３回 行動・心理症状（BPSD）とその対応―応用編 
事前学習 教科書該当部分を読んでくる 

事後学習 BPSDについての配布プリントの復習 

第４回 リハビリテーション－基本編 
事前学習 

リハビリテーションの興味ある箇所を読ん
でくる 

事後学習 リハビリについての配布プリントの復習 

第５回 リハビリテーション－応用編 
事前学習 教科書該当部分を読んでくる 

事後学習 リハビリについての配布プリントの復習 

第６回 薬物療法の知識 
事前学習 教科書の薬物療法の箇所を読んでくる 

事後学習 薬物療法についての配布プリントの復習 

第７回 非薬物療法の知識 
事前学習 教科書の非薬物療法の箇所を読んでくる 

事後学習 非薬物療法についての配布プリントの復習 

第８回 施設・在宅における環境支援 
事前学習 教科書の環境支援の箇所を読んでくる 

事後学習 環境支援についての配布プリントの復習 

第９回 身体的兆候の理解と対応 
事前学習 教科書の身体的徴候の部分を読んでくる 

事後学習 身体的兆候についての配布プリントの復習 

第１０回 
薬物療法と身体的兆候（第 7回～第 10回のまとめも 
含む） 

事前学習 第６～１０回の配布プリントの復習 

事後学習 
薬物/非薬物療法・環境支援・身体的兆候に
ついてまとめる 

第１１回 
認知症疾患治療ガイドライン 2017 
ケアの実践的プロセス・アセスメント方法 

事前学習 認知症疾患治療ガイドラインを調べる 

事後学習 実践的プロセス・アセスメント方法について



 

 

 

の配布プリントの復習 

第１２回 家族への支援・チームアプローチ、介護と ICFの視点 
事前学習 ICFについて調べる 

事後学習 
チームアプローチについての配布プリント
の復習 

第１３回 倫理、ターミナルケア、最近の新聞記事 
事前学習 教科書の該当部分を読んでくる 

事後学習 
配布した新聞記事、教科書を再度、総復習す
る 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回～第５回の講義内容を踏まえて「 行動・心理症状（BPSD）の対応とリハビリテーシ」について

レポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第５回の授業後 

提出期限：第６回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第６回～第１０回の講義内容を踏まえて「認知症の薬物療法と非薬物療法（リハビリテーシ）」につ

いてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第１０回の授業後 

提出期限：第１１回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

 



１．科目名(単位数) 認知心理学 (2単位) 

３．科目番号 

 

EDPS3309 

 
２．授業担当教員 太田 信夫 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期  春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

認知心理学は、“知”の働きを中心にして、人間の心のしくみを、情報処理という枠組みにもとづいて明らか
にしていこうとする心理学の一分野である。本講義では，特に知覚、注意、記憶、言語、思考などの領域を概

観する。また，心の働きを科学的に解明しようとする手法や考え方について学習するとともに，上記領域にお
ける最新の知識を習得する。 

８．学習目標 

１．認知心理学における基礎的な知識を習得する。 

２．認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができる。 
３．日常生活の身近な問題に、習得した認知心理学的手法を適用することができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

アサイメント:各章の内容をノートにまとめる。 
レポート：課題研究の２題 

10．教科書・参考

書・教材 

『スタンダード 認知心理学』原田悦子（編）サイエンス社 2015年 

11．成績評価の方法 

○成績評価の規準 
１，感覚、知覚、注意、記憶、思考等の機序およびその障害について、基礎的な知識を習得できているか。 
２，認知心理学の方法を理解し、説明することができるか。 

３，日常生活の身近な問題に、習得した認知心理学的手法を適用することができるか。 
○評定の方法 
下記の規準を基に、本学規定に沿って評価を行う。 

平常点（授業態度・授業への参加度など） ３０％ 
課題（テスト・レポート・発表など）   ７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

認知心理学では、普段見慣れない用語が多く出てきますが、内容は私たち自身が普段経験していることですの

で、知識としてよりも体験として理解し学習するようにしてください。 

13．オフィスアワー 授業後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 １章 認知心理学とは何か 
事前学習 1章を読んでくること 

事後学習 1章をノートにまとめる 

第２回 2章 パターン認識 
事前学習 2章の前半を読んでくること 

事後学習 2章の前半をノートにまとめる 

第３回 2章 作動記憶 
事前学習 2章の後半を読んでくること 

事後学習 2章の後半をノートにまとめる 

第４回 3章 エピソード記憶 
事前学習 3章の前半を読んでくること 

事後学習 3章の前半をノートにまとめる 

第５回 3章 潜在記憶 
事前学習 3章の後半を読んでくること 

事後学習 3章の後半をノートにまとめる 

第６回 3章 記憶の理論 
事前学習 3章を通読すること 

事後学習 3章全体をノートにまとめる 

第７回 4章 状況モデル 
事前学習 4章を読んでくること 

事後学習 4章をノートにまとめる 

第８回 5章 問題解決 
事前学習 ５章を読んでくること 

事後学習 ５章をノートにまとめる 

第９回 6章 注意と実行制御 
事前学習 ６章を読んでくること 

事後学習 ６章をノートにまとめる 

第１０回 9章 老年期における認知心理学 
事前学習 ９章を読んでくること 

事後学習 ９章をノートにまとめる 

第１１回 10章 裁判と心理学 
事前学習 １０章を読んでくること 

事後学習 １０章をノートにまとめる 

第１２回 12章 安全の心理学 
事前学習 １２章を読んでくること 

事後学習 １２章をノートにまとめる 

第１３回 認知心理学（まとめ） 
事前学習 これまでの全授業の復習をする 

事後学習 認知心理学を学んで良かったことをまとめる 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「記憶の不思議」というタイトルで、レポートを書き提出する。 

形式：A4用紙１枚（1,440字程度） 
実施時期：第６回の授業後に実施する。 
提出期限：第７回の授業開始時に提出する。提出後の指導は第９回授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。  



課題研究 

2 

課題研究テーマ：「認知心理学の内容で特に勉強になったこと」というタイトルでレポートを書き提出する 

形式：A4用紙１枚（1,440字程度） 
実施時期：第 12回の授業後に実施する 
提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。提出後の指導は後日行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる  

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達相談 （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP3307 

EDPS3311 
２．授業担当教員 森 慶輔 

４．授業形態 講義と演習、必要に応じてグループディスカッションを入れる ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「発達心理学」の単位を習得していることが望ましいが、必須ではない。単位未習得の場合は子どもの発達

心理に関する書籍を事前に読んでおくと講義理解の一助になると思われる。 

７．講義概要 

 乳児期児童期における定型発達を振り返りながら、発達期にみられる種々の問題や障害（発達障害や精神

疾患）の問題について考察するとともに、育児に悩む親への相談技法についてカウンセリング技法をベース

に具体的事例を通して学習する。援助職としての技術を習得することもできる。 

８．学習目標 

発達相談の授業が終了した時点で以下のことが達成されていることを目標とする。 

１．乳児期児童期にみられる種々の問題や障害についてその現状を把握する。 

２．乳児期児童期の子供が抱える困難さを相談者の視点、親の視点・教師の視点から理解し、支援の方法を

仮説立て、検証する見通しを持つ。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポー

ト課題 

配布資料をよく読んでおくと同時に、よくわからない事柄については事前に調べておく。レポート課題につ
いては講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】使用しない予定だが、使用する場合は第 1回の講義で指示する。 
【参考書】講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．幼児や児童の障害や抱える問題について理解し、説明できるか。 

２．相談者、親、教師の視点から発達支援について理解し、具体的に発達相談をすすめることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（授業態度、発言、グループワークへの参加度）   総合点の３０％ 

２ 課題レポート（小テスト、研究課題を含む）              総合点の７０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 
メッセージ 

発達相談の授業で学んだことを日常生活・現場で生かすことができるよう，主体的に学んでください。 
討論を中心に授業を進めます。積極的に発言してください。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 発達期における心理臨床的な問題の原因 
事前学習 

発達期における心理臨床的な問題の原因の配布資
料を読んでおく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第２回 生活習慣の形成にかかわる問題と心理臨床：知識 
事前学習 

生活習慣の形成にかかわる問題と心理臨床の配布

資料を読んでおく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第３回 生活習慣の形成にかかわる問題と心理臨床：事例 
事前学習 

生活習慣の形成にかかわる問題と心理臨床の事例
を読み、自分の考えをまとめておく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第４回 
身体的・知的な発達における問題と心理臨床：知
識 

事前学習 
身体的・知的な発達における問題と心理臨床の配布
資料を読んでおく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第５回 
身体的・知的な発達における問題と心理臨床：事
例 

事前学習 
身体的・知的な発達における問題と心理臨床の事例

を読み、自分の考えをまとめておく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第６回 
社会的・人格的な発達における問題と心理臨床：

知識 

事前学習 
社会的・人格的な発達における問題と心理臨床の配
布資料を読んでおく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第７回 
社会的・人格的な発達における問題と心理臨床：
事例 

事前学習 
社会的・人格的な発達における問題と心理臨床の事
例を読み、自分の考えをまとめておく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第８回 身体的な障害と心理臨床：知識 
事前学習 身体的な障害と心理臨床の配布資料を読んでおく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第９回 身体的な障害と心理臨床：事例 
事前学習 

身体的な障害と心理臨床の事例を読み、自分の考え

をまとめておく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第１０回 発達的な障害と心理臨床：知識 
事前学習 発達的な障害と心理臨床の配布資料を読んでおく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第１１回 発達的な障害と心理臨床：事例 
事前学習 

発達的な障害と心理臨床の事例を読み、自分の考え
をまとめておく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第１２回 精神障害と心理臨床：知識 
事前学習 精神障害と心理臨床の配布資料を読んでおく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

第１３回 精神障害と心理臨床：事例 
事前学習 

精神障害と心理臨床の事例を読み、自分の考えをま
とめておく 

事後学習 本時のポイントをノートにまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：乳児期、幼児期、児童期、思春期、青年期の発達の特徴についてＡ４用紙１枚（１４４０字程度）に

まとめなさい。                                               



 

 

実施時期と提出期限：第１回の授業までに実施し、第１回の授業時に提出する。課題研究テーマの解説を第１回授業後

に行う。 

事後学習：課題研究テーマに関する書籍を読み、不足していた知識を補う。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：発達相談で気をつけるべき点についてＡ４用紙１枚（１４４０字程度）にまとめなさい。                                               

実施時期と提出期限：第１３回の授業までに実施し、第１３回の授業時に提出する。課題研究テーマの解説と意見交換

を第１３回授業後に行う。 

事後学習：課題研究テーマに関する意見交換を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
東アジアの中の日本文化 （2単位） 

３．科目番号 EIJP2381 

２．授業担当教員 野口 芙美 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 従来、日本の文化はアメリカやヨーロッパと比較され、その差異に目を向けられることが多かった。一

方、東アジア諸国と日本は、古くからの交流の歴史において、人々の移動やそれにともなう文化の影響な

ど、相互的共通性を有しているものの、一様というわけではない。 

 本講義では、中国や韓国を中心とした東アジア諸国と日本の文化について、比較したり文化的特徴を見出

したりしていく。日本文化や日本人の文化的行動との共通性や類似性とともに、日本との関係性や欧米との

対比では見過ごされてしまいがちな差異などについて扱っていく。 

８．学習目標 

１． 日本文化について、改めて考え理解を深めることができるようになる。 

２． 東アジア諸国と日本の関係について理解することができるようになる。 

３． 東アジアの文化について、共通性とともに差異性など多面的にとらえることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．講義ごとにレジュメ・ワークシートを配布し、それに沿ってペアワークやグループワークを行いながら授

業を進める。ペアワーク・グループワークでの内容は授業後ワークシートにまとめ、授業の感想とともに次

回の授業で提出する。 

2．各自、身近な東アジア諸国の出身者にインタビューを行い、その内容を発表する（第6回）。発表後、イン

タビュー内容をレポートにまとめて提出する。 

3．講義で扱ったテーマの中から一つ取り上げ、具体的な例を示しながら日本と東アジアの文化を比較分析し、

レポートにまとめて提出する（最終レポート課題）。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】各講義で資料を配布する。 

【参考書】石井健一編著『東アジアの日本大衆文化』蒼蒼社、2001、金文学著『日中韓 新・東洋三国事情』

祥伝社黄金文庫、2011 ※その他、授業内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.日本文化について、改めて考え理解を深めることができたか。 

2.東アジア諸国と日本の関係について理解することができたか。 

3.東アジアの文化について、共通性とともに差異性など多面的にとらえることができたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合的に評価する。 

1.授業態度     総合点の 30%：積極的な参加、課題の提出状況などにより評価。 

2.グループ・ワーク 総合点の 30%：共同作業での発言、役割貢献などにより評価。 

3.試験・レポート  総合点の 40%：基礎知識の理解、自身の意見の表出の程度により評価。 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

世界で日本語を学ぶ学習者のうち、東アジア地域の学習者数はダントツで、日本国内に留学している学習者

も同じく東アジアが最多である。反対に、日本人の海外旅行先には常に東アジアの都市がランクインし、語

学にしても中国語、韓国語を学ぶ日本人は非常に多い。近年では、音楽やアニメなどのサブカルチャーが相

互に多くの人気を得ている。恐らく、皆も東アジアについて全く未知ということはなく、共通点を発見する

ことも多いだろう。この授業では、日本と東アジア諸国がどんなところが似ているのか、逆にどんなところ

が異なっているのかを、様々な視点から検討していく。授業を通して、日本文化の魅力を再発見するととも

に、東アジアに関する知識と興味が深まることを期待する。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、東アジア諸国の概要、日本の中の

東アジア 

事前学習 
東アジア諸国について知っていることやイ

メージをまとめておく。 

事後学習 
身近な東アジア諸国出身者に日本文化につ

いてインタビューする（第 5回で発表）。 

第２回 東アジアにおける日本語 
事前学習 

東アジア諸国における日本語について考え

てくる。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第３回 東アジアにおける日本文化 事前学習 
東アジア諸国における日本大衆文化につい

て考えてくる。 

第４回 日本と台湾 
事前学習 

日本と台湾の歴史や関係について調べてく

る。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第５回 日本と香港 
事前学習 

日本と香港の歴史や関係について調べてく

る 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第６回 東アジア諸国の出身者に対するインタビュー発表 
事前学習 

インタビュー内容をまとめ、発表準備をす

る。 

事後学習 発表内容をレポートにまとめる。 

第７回 日本と中国 事前学習 日本と中国の歴史や関係について調べてく



 

 

る。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第８回 日本と韓国 
事前学習 

日本と韓国の歴史や関係について調べてく

る。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第９回 日中韓の言語行動 
事前学習 

日本人、中国人、韓国人にはどのような言語

行動の相違点があるか考えておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１０回 日中韓の非言語行動 
事前学習 

日本人、中国人、韓国人にはどのような非言

語行動の相違点があるか考えておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１１回 データで見る日中韓：衣・食・住 
事前学習 

日本、中国、韓国の衣食住について考えてお

く。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１２回 データで見る日中韓：恋愛・娯楽・仕事 
事前学習 

日本、中国、韓国の恋愛、娯楽、仕事につい

て考えておく。 

事後学習 ワークシートをまとめる（次回授業で提出）。 

第１３回 

データで見る日中韓：文化・経済・教育 

課題研究Ⅱ発表 

これまでの内容の振り返り、最終レポートの準備 

事前学習 

日本、中国、韓国の文化、経済、教育につい

て考えておく。これまでの学習内容を振り返

り、疑問点を明らかにしておく。 

事後学習 最終レポートを作成する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 6回の自分以外の発表について、コメント・感想、疑問点をまとめる。単に「面白かった」などの

感想に止まらず、どの部分がなぜ興味深いと思ったか、疑問に思ったことを書くこと。 

レポート形式：A4用紙 1枚以上 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出されたレポートは添削して返却する。その際、クラスメイトからのコメントも返却する。質疑応答・意

見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時

受け付ける。 

事後学習：添削指導、質疑応答を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：実際に日本、中国（台湾）、韓国、東アジア以外の国の出身者の日本語による談話を分析し、どのよ

うな相違点が見られるか分析する。 

レポート形式：提出用ワークシートを配布する。分析対象、分析方法、結果、考察をまとめること。 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出されたワークシートは添削して返却する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業

で随時受け付ける。 

事後学習：添削指導を踏まえ、第１３回授業で分析内容・結果を発表する。質疑応答、意見交換を行う。  

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ヒューマンメディア （2単位） 

３．科目番号 EDIT3334 

２．授業担当教員 柴田 隆史 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

人間は感覚器官を通じて外界から情報を入力し、知覚・認識をすることで外界の現象を捉え、それに対す

る出力を行っている。本講義では、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚と、身体の制御に関わる平衡感覚につい

て、そのしくみや特性について言及し、その理解を通して人間の生体情報がどのようにメディア技術に活用

されているのかを考える。また、ヒューマンインタフェースの観点から、人が使いやすいデザインやその評

価についても言及する。 

８．学習目標 
人間の生体特性とそれに関わる事象や応用事例を理解し、それらがどのように日常生活や情報社会に活用

されているのかを理解することが、本講義の目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習テーマごとの課題に対して、調べたり考えたりして内容をまとめる。また、プレゼンテーションの準

備あるいはレポートの作成を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

 資料を適宜配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

人間の生体特性とそれに関わる事象や応用事例を理解し、それらがどのように日常生活や情報社会に活用さ

れているのかを理解できたか。 

○評定の方法 

出席状況や授業への取り組み、課題提出、期末課題により総合的に評価する。  

授業参加 30％、課題 40％、期末課題 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 我々が日常的に使っているパソコンやスマートフォン、携帯電話、テレビ、車、自動販売機など、多くの

ものは、それらを使う人間の特性を考慮して作られています。そうした観点で身の回りのものを見てみると

新しい発見があるかもしれません。講義でもいくつかの例を紹介したいと思っています。 

13．オフィスアワー  初回授業で伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：講義内容の確認、履修者の知識と

技術の確認、質問・相談 

事前学習 
「人とメディア」という観点から、自分とメ

ディアとの係わりについて考える。 

事後学習 興味を持ったことについて調べる。 

第２回 人体の構造：人体寸法とパーセンタイル 

事前学習 

自分の身の回りのもので、人体の大きさを考

慮して作られているものを探して考察をす

る。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第３回 人間の情報処理：感覚、知覚、認識 

事前学習 感覚、知覚、認識の違いについて調べる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第４回 視覚：眼光学系、視覚情報処理 

事前学習 
水晶体調節について調べ、物を明瞭に見る仕

組みについて考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第５回 視覚：視野、眼球運動 

事前学習 
視野をキーワードとして、その特徴をまとめ

る。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第６回 視覚：空間知覚、両眼立体視 

事前学習 なぜ奥行きを感じるのか考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第７回 視覚：図形知覚、錯視 

事前学習 ミュラー・リヤー錯視について調べる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第８回 視覚特性とディスプレイ技術 

事前学習 
ハイビジョン映像の解像度と臨場感につい

て考察する。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第９回 聴覚：構造と機能 

事前学習 可聴域について調べる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第１０回 聴覚特性とマルチメディアへの応用 事前学習 
音を活用した製品について、聴覚特性の観点

から考える。 



 

 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第１１回 触覚と平衡感覚：構造と機能、マルチメディア応用 

事前学習 
日常生活において平衡感覚が関係している

例や状況を考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第１２回 ヒューマンインタフェース 

事前学習 
パソコンのキーボードの使いやすさについ

て、人体寸法の観点から考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

第１３回 生体信号による評価法 

事前学習 

人間工学やヒューマンインタフェースの分

野において、評価するとはどういうことなの

かを考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の

考えをまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 5回の講義内容を踏まえて、人体寸法を活用した物の設計や道具、機械などについて具体

例を挙げ、それに関する考察をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業及び終了後に行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7 回～第 12 回の講義内容を踏まえて、人の特性を活かした映像表現についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時までに提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業及び終了後に行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ヒューマンライフとサービス （2 単位） 

３．科目番号 GELA1391 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、グループワーク、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

他者のために役立つ人材を養成する大学教育の前提となる教養教育の一環として、ライフステージに応じた

社会的支援について、社会福祉、教育、心理、保育の視座から学び、共に生きる姿勢の基礎を身に付ける。ま

た、多様な生き方について、現代社会の現状とそれに携わる専門職の意義や役割を理解する。 

８．学習目標 

①社会福祉、教育、心理、保育の実状に触れ、専門的能力習得の重要性についての認識を深める。 

②対人援助の専門性の基礎を培う演習において、主体的な態度や意欲を養う。 

③アクティブラーニングを通して、ライフステージに応じた人間のあり方を考え、共に生きる姿勢を身に付

ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○グループワーク、ディスカッションのテーマについて、事前学習の自分の考えを整理しておく。その際、授

業毎に設定された事前学習のテーマについて、考えを整理するための資料を作成し、その上で自身の考え

も合わせて記述しておく。また、事後学習においても、授業の振り返りとして、授業の内容を加味した内容

で、授業毎に設定された事後学習課題についての意見をまとめ、自身で振り返りを行う。 

○授業に際してのレポート課題 

「人間のライフステージに応じた生き方を支援するために、あなたはどのような努力をするか、社会福祉、

教育、心理、保育の分野の一つに焦点を当てて論じなさい。」 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】なし 

【参考書】『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』 

『教職科目要説 初等教育編』『教職科目要説 中等教育編』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①社会福祉、教育、心理、保育の実状に触れ、専門的能力習得の重要性についての認識を深められたか。 

②対人援助の専門性の基礎を培う演習において、主体的な態度や意欲を養えたか。 

③アクティブラーニングを通して、ライフステージに応じた人間のあり方を考え、共に生きる姿勢を身に

付けられたか。 

○評定の方法 

日常の授業態度  総合点の 40%  

レポート  総合点の 30%  

アサイメントの実行度 総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の建学の理念を総合教育科目の修得を通じて、他者のために役立つ人材になるための基礎基本を身に付

けてほしい。 

13．オフィスアワー 各担当教員による 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ヒューマンライフとサービス 

現代社会生活における人間関係とコミュニケーション 

事前学習 IT 社会の暮らしの特徴 

事後学習 支え合う人間関係の重要性 

第２回 
ライフステージと自分を考える① 

守られ、育てられるインフォーマルエデュケーション 

事前学習 育てられた自分の振り返り 

事後学習 人との繋がることの基本、やさしさなど 

第３回 
ライフステージと自分を考える② 

自立と集団参加、社会における役割 

事前学習 認められた時、やり遂げた時の体験 

事後学習 集団の中の多様な役割や関係 

第４回 
ライフステージと自分を考える③ 

働くということ、社会への責任とキャリアプランニング 

事前学習 自分の特徴や生活の目標 

事後学習 自分らしさを生かした社会人になるには 

第５回 
ライフステージと自分を考える④ 

社会貢献のためのコンピテンシー、キャリア・スキル 

事前学習 社会の一員としての自分 

事後学習 現代社会における専門性習得の重要性 

第６回 
ヒューマンサービスの分野 

福祉、保育、教育、心理 

事前学習 社会における様々な仕事の分野 

事後学習 社会が専門家と認める免許、資格 

第７回 
ヒューマンサービス① 

 育児に対するソーシャルサポート 

事前学習 現代社会の子育ての難しさ 

事後学習 子どもにも保護者にもよい支援とは 

第８回 
ヒューマンサービス② 

 乳幼児に関わる専門性 

事前学習 保育に携わる人の特質や能力 

事後学習 保育職の基本 

第９回 
ヒューマンサービス③ 

文化の伝承、学校教育、社会教育 

事前学習 学校はなぜ必要か 

事後学習 子どものニーズと社会の期待に応える教育 

第１０回 
ヒューマンサービス④ 

教育に携わる専門性 

事前学習 教育に携わる人の特質や能力 

事後学習 教育職の基本 

第１１回 
ヒューマンサービス⑤ 

社会における心の健康とケア 

事前学習 現代社会の暮らしと心の健康、心の病 

事後学習 受容、理解、寄り添うなどの理解 

第１２回 
ヒューマンサービス⑥ 

企業における人間関係 

事前学習 心理の専門性を企業で生かす 

事後学習 リーダーシップ、チームワーク、組織 

事後学習 その人らしい暮しを支えるには 

第１３回 
ヒューマンサービス⑦ 

福祉職の専門性 

事前学習 福祉の仕事に携わる人の資質や能力 

事後学習 福祉職の基本 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回から第 5回までの講義内容を踏まえて、自分自身の「ライフステージ」を振り返り考察をまと
めなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 5回の講義後に実施する。 

提出期限：第 6回の講義時に担当教員へ提出すること。 

事後学習：これまでの自身の生活を振り返り考察を行うことで、今後の生活の在り方、ライフステージの設計に役立て

る。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：共生社会とはどのような社会を示すのか、あなたの考えをまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 12回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義時までに提出すること。 

事後学習：調べた内容を踏まえて 13回の講義に臨むともに、最終的なレポート作成に結び付ける。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 表現（保育児童福祉専修以外） （2単位） 

３．科目番号 GELA1326 

２．授業担当教員 林 麻由美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 日常生活において、人間は何らかの方法で他者に表現し、メッセージを発している。その表現は、視覚、
聴覚、触覚、臭覚、味覚等の感覚器官を通じて受け取られ、再び表現として表出される。 

 本講義では、人間にとって表現とはどのような意味をもつのか、様々な表現方法に触れながら考察し、体
験や演習を通して、人間の表現活動を総合的に理解していく。 

８．学習目標 
 1.自ら表現することにより、自己発見、自己認識をめざし、自己表現力を高める。 

 2.他者の表現に対して共感し受容する能力、相手の表現に対し応答する能力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容に即して活動の準備 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】特になし。必要な資料は配布する。 

【参考書】東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標が達成できたかで判断する。） 

1.自ら表現することにより、自己発見し、自己認識を深め、自己表現力を高めることができたか。 

2.他者の表現に対して共感し受容する能力、相手の表現に対し応答する能力を高めることができたか。 

○評定の方法 

①学習・発言意欲・態度等の授業への積極性（40％） 

②個人・グループ発表（40％） 

③レポート等の提出物（20％） 

以上①から③までの結果を総合的に判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

学習目標が達成できるよう努力しましょう。 

自然の美しさや日々の変化に気づく感受性を育て，自らの表現力をみがきましょう 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（授業概要の説明） 
事前学習 シラバスの確認 

事後学習 オリエンテーションの内容を振り返る 

第２回 身体による表現①ビートを感じて身体を動かす。 
事前学習 同じ速さで手拍子ができるようにする。 

事後学習 授業の復習 

第３回 身体による表現②身体遊びなど 
事前学習 身体遊びをイメージする。 

事後学習 授業の復習 

第４回 身体による表現③ボディ・パーカッション 
事前学習 ボディ・パーカッションをイメージする。 

事後学習 授業の復習 

第５回 ことばに基づいた表現①朗読など 
事前学習 朗読の練習 

事後学習 授業の復習 

第６回 ことばに基づいた表現②朗読など 
事前学習 朗読の練習 

事後学習 授業の復習 

第７回 ことばに基づいた表現③ことばによるアンサンブル 
事前学習 課題に目を通しておく。 

事後学習 授業の復習 

第８回 音に基づいた表現①リズム遊びなど 
事前学習 課題に目を通しておく。 

事後学習 授業の復習 

第９回 音に基づいた表現②ヴォーカルアンサンブルなど 
事前学習 歌唱に慣れておく。 

事後学習 授業の復習 

第１０回 音に基づいた表現③手遊び、わらべ歌など 
事前学習 手遊びをイメージする。 

事後学習 授業の復習 

第１１回 表現活動発表会① 
事後学習 表現活動発表会の準備 

事前学習 授業で学んだことの復習 

第１２回 表現活動発表会② 
事後学習 表現活動発表会の準備 

事前学習 活動内容に関するまとめの作成 

第１３回 まとめ（様々な表現活動の理解） 
事後学習 授業で学んだことのまとめ 

事後学習 授業で学んだことの復習 

課題研究

１ 

課題「季節をテーマにした平面制作」 

事前に行うこと：折り紙を折ることに慣れておく。季節を感じさせるテーマを見つけ、構想を練る。下書き。 

折り紙、新聞紙、お菓子の包み紙、その他の素材を使用して白画用紙に制作する。その際、折り紙での制作物を２種類

以上取り入れること。 

事後学習：作品を制作する段階で感じたこと、考えたことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題「季節をテーマにした平面制作に基づくお話作り」 

課題研究１で制作した制作物のタイトルとその制作物に関連づけたお話を考えまとめる。 

事後学習：自身の作品を発表する準備をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 病弱教育Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SNMP3450 

SCMP3450 

SBMP3450 

SSMP3450 

SSMP3350 

２．授業担当教員 立松 英子 

４．授業形態 

講義・演習 

講義による基礎理論の習得に基づき、グループ討議等のアクティブ

ラーニングにより、履習者同士の実践的な学び合いを重視します。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
本科目で得た知識をもとに、病弱教育Ⅱでは模擬授業を通して実践力を養う。 

７．講義概要 

「病弱教育」は特別支援学校のみならず通常の学校でも行われている。病気の程度・種類・経過によって教

育の場も形態も変化し、対象となる状態も、重症心身障害、知的障害や肢体不自由に合併する病気、小児慢

性特定疾病、通常学級でみられるアレルギー疾患やてんかんなど多岐にわたる。最近では医療の進歩に伴い

医療的ケアの必要な子どもの就学と学習保障においても医療・福祉と連携した対応が必要とされている。本

科目ではこれらに幅広く目を向け、教師として対応ができる資質を培っていく。 

８．学習目標 

以下に関して学習し理解を深め、指導実践力を高める。 

１．病弱教育の対象、場所、制度などの現状を知り、説明できる。 

２．病弱教育で求められる支援の概要を理解でき、説明できる。 

３．病気の子どもの心理についての理解を深め、個に応じた指導の在り方を考えられる。 

４．各病態に応じた支援のあり方、配慮点について学び、説明できる。 

５．教育と医療との連携の必要性を理解し、教員の役割を説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１. キーワードの理解 

 授業で提示する病弱教育に関連するキーワードから５つ選び、ウェブサイトや参考文献で調べ、1 個につ

き２００字程度、必要に応じて図や写真なども添えて、その意味をまとめてください（授業中にその内容を

質問することがあります）。 

提出期限：5 月中に各自が調べるキーワードを決定し、それに応じてレポートを作成してください。 

授業で質疑応答した後、夏季休暇前の授業日に提出してください。 

２．キーワードについては、適切な時期を選んで小テストを実施します。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】配布プリントにより講義･演習を行ないます。 

【参考書】①全国特別支援学校病弱教育校長会編 

『特別支援学校の学習指導要領を踏まえた病気の子どものガイドブック』ジアース教育新社 

②文部科学省『教育支援資料』 

Web サイト http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm 

③文部科学省『特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部･小学部・中学部) 

（平成 30 年 3 月）』開隆堂  

④文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部) 

（平成 30 年 3 月）』 開隆堂 

⑤文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説 総則編 (幼稚部･小学部・中学部) 

（平成 30 年 3 月）』 開隆堂  

（③~⑤は、「知的障害教育Ⅰ」と共通。特別支援学校教員採用試験を受験する方は、すべて購 

入、もしくはダウンロードしてください 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

1. グループワークにおけるレポート課題の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

2. 分かりやすい表現方法や具体的かつ論理的な文章作成力が身に付いたか。 

〇評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

1. 授業への積極的                  総合点の４０% 

2. まとめの課題（テスト・レポート・発表などを含む） 総合点の６０% 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

病弱教育の対象は多岐に渡り、いわゆる慢性疾患のみならず。知的障害や発達障害、肢体不自由など、合併

する障害も様々です。入院している子どもだけでなく、入院・治療を繰り返しながら、通常の学級に通う子

どももいるため、様々な授業形態が考えられます。また、治療する側（医療）や支える側（家庭）の視点か

ら考える姿勢や、それらの機関との連絡調整は欠かすことができません。どの子どもも治る力、学ぶ力をも

っています。笑顔で安心して通える学校を目指して、病弱教育についての理解を深めて欲しいと思います。 

13．オフィスアワー 第１回目の講義でお知らせします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

病気の子どもを取り巻く現状 

事前学習 
「病気」とは何か、自分の考えをまとめてお

く。 

事後学習 
「白血病」の事例に基づき、病気の子どもに

必要な支援についてまとめておく。 

第２回 病弱教育の場と対象 

事前学習 Web 等で様々な形態の医療機関を調べておく 

事後学習 
様々な形態の病弱教育について、自分なりに

整理しておく。 

第３回 
病気の子どもが教育を受けるための手続きと関係法令

等 

事前学習 
「学校教育法施行令第 22 条の 3」について

Web で調べておく 

事後学習 関係法令をノートに書き留めておく 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm


 

 

第４回 学習指導要領を踏まえた指導 

事前学習 

特別支援学校学習指導要領（小学部中学部）

解説各教科等編の「病弱者」に関する部分を

読んでおく（印刷版では p15-19） 

事後学習 
病弱者の「自立活動」とは何か、重点項目を

ノートに記録しておく。 

第５回 個別の指導計画・個別の教育支援計画 

事前学習 
病弱児の個別の指導計画・個別の教育支援計

画について、web で調べておく 

事後学習 
レジュメを振り返りながら、与えられた事例

について、個別の指導計画を作成してみる。 

第６回 医療的ケアの事例：トライアングルプロジェクト 

事前学習 
NISE のインクル DB に掲載されている病弱特

別支援学校の指導事例に目を通しておく 

事後学習 

医療的ケアの必要な子どもの通学について、

各分野でどのような努力をしているのか、

web 等で調べておく。 

第７回 
病気の状態に応じた配慮⑴ 

（小児慢性特定疾患①）白血病 

事前学習 
NISE Health Center 病類別支援冊子「白血

病」を読んでおく 

事後学習 
「白血病」の事例への対応のポイントを整理

しておく 

第８回 
病気の状態に応じた配慮⑵ 

（小児慢性特定疾患②）糖尿病 

事前学習 
「NISE Health Center 病類別支援冊子「糖

尿病」を読んでおく 

事後学習 
「糖尿病」の事例への対応のポイントを整理

しておく 

第９回 
病気の状態に応じた配慮⑶ 

（小児慢性特定疾患③）筋ジストロフィー 

事前学習 
「NISE Health Center 病類別支援冊子「筋

ジストロフィー」を読んでおく 

事後学習 
「筋ジストロフィー」の事例への対応のポイ

ントを整理しておく 

第１０回 病気の状態に応じた配慮⑷（重症心身障害） 

事前学習 「重症心身障害」について調べておく 

事後学習 
「重症心身障害」への対応のポイントを整理

しておく 

第１１回 病気の状態に応じた配慮⑸（不登校･心の病） 

事前学習 
不登校とは何か、自分自身の現在の認識をメ

モしておく。 

事後学習 
長期欠席、不登校、引きこもりなどの言葉の

意味を説明できるようにしておく。 

第１２回 ICT を活用した授業 

事前学習 「ICT」の意味を調べておく 

事後学習 
「ICT」をつかった指導事例について、web な

どで調べておく。 

第１３回 まとめ 
事前学習 

これまでに配布したレジュメに目を通し、持

参する 

事後学習 レジュメを振り返り期末試験の準備をする 

課題研究

１ 

「教育支援資料」第3編の「Ⅴ．病弱・身体虚弱」 

（ https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2014/06/13/1340247

_10.pdf）を熟読した上で、「病気療養児の教育の意義（平成6年12月通知）」の留意点（(1) 積極性・自主性・社会性

の涵養、(2) 心理的安定への寄与、(3) 病気に対する自己管理能力 に着目し、小学生の事例を仮定して、学年、性別、

疾病、その程度や家庭環境、治療経過等を仮定設定し、教師としてどのように教育的支援をするか、院内学級教師の立

場で具体的に、1000字程度で述べなさい。 

事前学習：夏季休暇前までに上記資料を読んでおく。自分が出会った事例などをもとに、仮定事例を考えておく。提出

は、夏季休暇前の回とする。 

事後学習は、提出レポートへの添削指導と質疑応答とする。質疑応答は、授業やメールのやりとりで行う。 

課題研究

２ 

「教育支援資料」第3編の「Ⅴ．病弱・身体虚弱」 

（ https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2014/06/13/1340247

_10.pdf）を熟読した上で、「病気療養児の教育の意義（平成6年12月通知）」の留意点（(1) 積極性・自主性・社会性

の涵養、(2) 心理的安定への寄与、(3) 病気に対する自己管理能力 に着目し、義務教育終了を目前にした高校生の事

例を仮定して、学年、性別、疾病、その程度や家庭環境、治療経過等を仮定設定し、教師としてどのように教育的支援

をするか、院内学級教師の立場で具体的に述べなさい。 

事前学習：夏季休暇前までに上記資料を読んでおく。メディアなどで報道される事例などをもとに、仮定事例を考えて

おく。提出日は、第 12 回の授業日とする。 

事後学習は、提出レポートへの添削指導と質疑応答とする。質疑応答は、授業やメールのやりとりで行う。 

 

 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2014/06/13/1340247_10.pdf
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https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2014/06/13/1340247_10.pdf


 

 

１．科目名（単位数） 病弱者の心理・生理・病理 （2単位） 

３．科目番号 

SNMP3446 
SCMP3446 
SBMP3446 

SSMP3446 

SSMP3346 
２．授業担当教員 立松 英子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「病弱者の心理･生理･病理」は医療サイドから見た教育ニーズに沿って授業を行います。「病弱教育Ⅰ」は

学校教育の立場から病弱教育を学習します。 

７．講義概要 

小児慢性特定疾患（悪性新生物、喘息など難治性の呼吸器系疾患、ネフローゼ症候群などの内臓系疾患、血

友病などの血液・リンパ系疾患、筋ジストロフィーなどの神経疾患）を中心に、医療職との連携・協力にお

いて必要な倫理観や社会的責任感、各疾患の生理・病理、病気の子どもの心理特性、家族の生活や心情、学

校生活での配慮事項など、院内学級や訪問教育に携わる教師に求められる基礎的知識や共感的態度について、

講義や演習を行なう。 

８．学習目標 

【期待される効果】長期の療養を伴い完治の難しい慢性疾患とともに生きる児童生徒や家族の心情を思いや

る心や、病院等で医療チームと連携・協力する際の基礎知識及び倫理観・責任感が身につく。また、児童生

徒が退院して地域の学校に帰った場合にも、学校や保護者と必要な配慮事項を協議できる等のコミュニケー

ション能力が身につく。 

① 子どもの発達や子育てについての基礎知識を得る。 

② 病気の子どもや病気の子どもを育てる家族への心理特性を知る。 

③ 病気の子どもに関わる専門職の役割や、連携・協働のための知識を得る。 

④ 病気の子どもが地域の学校に戻った時に必要な学校側の配慮点を知る。 

⑤ 病気の子どもをとりまく地域行政や医療制度について知る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「小児慢性特定疾病」（https://www.shouman.jp/disease/）の疾患群から代表的な疾病を一つ選び、以下の

項目を踏まえてA42枚程度でまとめてください。授業でも解説していただきます。 

項目：①この疾病を取り上げた理由 ②疾患の原因・症状 ③治療法と予後 ④学校生活で必要な配慮事項 

⑤調べていく上で生じた疑問 ⑥参考文献 

評価の観点：①書式や期日を守ったか ②簡潔に書けたか（簡潔でわかりやすい文章を書くことは教員に必

須のスキル）、③積極的に関連文献を参考にしたか を基準とし、量ではなく質で評価します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】Webサイト：小児慢性特定疾病情報センター https://www.shouman.jp/about/ 

【参考書】谷川弘治ほか 『病気の子どもの心理・社会的支援入門 第 2版』ナカニシヤ出版 2009年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

1. グループワークにおけるレポート課題の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

2. 分かりやすい表現方法や具体的かつ論理的な文章作成力が身に付いたか。 

〇評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

1. まとめテスト            総合点の５０％ 

2. 自己学習カード、もしくは小テスト  総合点の３０％ 

3. グループ討議における参加度     総合点の２０％ 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

①授業者は、病虚弱児の心理とチーム医療の実際を中心に講義します。生理・病理は、原則学生の皆さんが

レポートして発表してください。 

②病気の子どもには症状への配慮に加え、年齢や発達段階、家庭や学校の生活を背景としたニーズがありま

す。病気に関する知識だけでなく、病児がどんな生活を送るのかを生涯にわたる視点で想像してください。 

③特別支援学校と通常学級と行き来するケースが多いので、通常学級での配慮も講義に含めます。皆さんが

現場に出たときにすぐに生きる知識をお伝えしたいと思います。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション／小児医療における心理社会的支

援サービスの理念 

事前学習 
「小児特定慢性疾病情報センター」のウェブ

サイトを見ておく。 

事後学習 
「小児特定慢性疾病」の中からレポート課題

のテーマとする疾患の候補を検討する。 

第２回 子どもの発育と子育て 

事前学習 
病気の有無にかかわらず、乳幼児期に育てて

おきたいスキルとは何か考えておく。 

事後学習 
「小児特定慢性疾病」の中からレポート課題

のテーマとする疾患を決定する。 

第３回 病気の子どもの理解 

事前学習 
「国立特別支援教育総合研究所（NISE）」の

サイトの病弱教育の部分に目を通しておく。 

事後学習 
病気について話題にする際に、各年齢段階で

どのような配慮が必要かまとめておく。 

第４回 病気の子どものトータルケア 
事前学習 

長期入院児に特に不足しがちな環境とは何

か考えておく。 

事後学習 上記について教師の立場で何ができるかま

https://www.shouman.jp/about/


 

 

とめておく。 

第５回 病気の子どもの心理社会的支援サービス 

事前学習 
医療が院内学級の教師に求めるものとは何

か考えておく。 

事後学習 
上記について教師の立場で何ができるかま

とめておく。 

第６回 専門職の役割 

事前学習 
病気の子どもに関わる専門職の仕事とは何

か調べておく。 

事後学習 
医療現場における教師の専門性とは何か調

べておく。 

第７回 医療現場で働くための共通の基礎知識と技術 
事前学習 

インフォームドコンセントとは何か調べて

おく。 

事後学習 ヒヤリ・ハットとは何か調べておく。 

第８回 医療と教育の連携 

事前学習 
医療現場で行う学校行事にはどのようなも

のがあるか調べておく。 

事後学習 
医療現場で学校行事を行う際の配慮事項に

ついてまとめておく。 

第９回 事例に基づいて①（チームワーク） 
事前学習 事前に示された事例を読んでおく。 

事後学習 事例に対する配慮事項をまとめておく。 

第１０回 事例にもとづいて②（医療と学校の連携） 
事前学習 事前に示された事例を読んでおく。 

事後学習 事例に対する配慮事項をまとめておく。 

第１１回 事例に基づいて③（家族支援） 
事前学習 事前に示された事例を読んでおく。 

事後学習 事例に対する配慮事項をまとめておく。 

第１２回 事例に基づいて④（ターミナルケア） 
事前学習 事前に示された事例を読んでおく。 

事後学習 事例に対する配慮事項をまとめておく。 

第１３回 病院内で教育活動を行う際の配慮事項（まとめ） 

事前学習 本科目で学んだことをまとめておく。 

事後学習 
個人情報の保護について再度確認し、実習現

場でも意識できるようにしておく。 

課題研究

１ 

「小児慢性特定疾病」（https://www.shouman.jp/disease/） から、レポート課題で取り上げた疾患群と別の疾患群

から代表的な疾病を１つ選び、レポート課題の手順にしたがい A4 2枚程度でまとめる。 

・授業開始当初にレポート課題と同様にテーマ（疾病）を選び、事前に関連資料を調査し、夏季休業前に提出する。 

必ず「調べていく上で生じた疑問」を記入し、それについての添削指導への質疑応答を事後学習とする。 

事後学習は、返却レポートへの記入に対して、授業後やメールのやりとりで行う。 

課題研究

２ 

小児慢性特定疾病」（https://www.shouman.jp/disease/） からレポート課題や課題研究１で取り上げた疾患群と別

の疾患群から疾病を１つ選び、レポート課題の手順にしたがい A4 2枚程度でまとめる。 

夏季休暇後から関連資料の調査を開始し、第 12回で提出する。 

必ず「調べていく上で生じた疑問」を記入し、それについての添削指導への質疑応答を事後学習とする。 

事後学習は、返却レポートへの記入に対して、授業後やメールのやりとりで行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉事業所経営管理論Ⅰ（２単位） 

３．科目番号 

SSMP3312 

SNMP3312 

SCMP3312 

SBMP3119 
２．授業担当教員 上野 義光 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

現在、わが国では介護保険事業、障害者総合支援事業において、福祉サービスの利用者による事業所選択
および事業者と利用者の利用計画の仕組みが実施され、必要経費は利用者の負担金と行政による利用料補助
額によって賄われている。また、社会福祉法人、営利法人（株式会社等）及びＮＰＯ法人等の多様な民間組
織も参入が認められ、福祉サービスの提供主体が多元化し、主体的管理運営がもとめられている。そのため、
経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、福祉サービスの供給体制の整備および充実を図る
ことが必要とされる。すなわち、社会福祉事業の公共性と事業主体のあり方が問われる状態にある。 
そのために、適正、効果的な事業所経営のためには、施設長をはじめとする管理者、相談援助活動に専門

的に従事する社会福祉士等は、福祉事業所やサービス提供に関する経営管理の組織構造、効率的なサービス
供給と運営の実際等経営論についての基礎知識も身に着けることが必要である。 
本講座では、講義科目として一般的知識の習得を図り、秋期に開講する「福祉事業所経営管理論Ⅱ」への

橋渡しを行う。 

８．学習目標 

講義科目として、以下の一般的知識の習得を図る。 
１．福祉事業所の組織論、行政機関および多種専門機関との関連 
２．福祉事業所経営における利用者へのサービス提供管理、情報管理 
３．福祉事業所の財務・人事・労務管理、および専門的職能向上のための方策 
４．福祉事業所経営者、管理者の経営上の問題解決の意思決定の方法 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：福祉サービスにおける人材を安定的に確保していくためには何が必要か。1200～1500字にま

とめ、７月中旬までに提出。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

宇山勝儀・小林理編著「社会福祉事業経営論」光生館 2011年 

【参考書】 

小松理佐子編著「よくわかる社会福祉の経営」ミネルヴァ書房 2018年 

浦野正男編著「社会福祉施設経営管理論」全国社会福祉協議会 2018年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 社会福祉事業の経営に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２ 社会福祉事業の経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度    40％ 

レポート          60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 自分なりの将来設計をもって、積極的な態度で授業に出席する。 

２ 授業のための予習を必ずしてくること。 

３ 携帯電話は電源を切り、私語を慎むこと。 

13．オフィスアワー 休憩時間に相談に応じる（4号館 2階非常勤講師室）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバスの説明、講義の進め

方）、社会福祉事業の意義と経営構造について 

事前学習 教科書第 1章（p3~19）を読んでくること 

事後学習 社会福祉事業の経営環境の変化をまとめる。 

第２回 社会福祉事業の歴史 

事前学習 教科書第 2章（p21~49）を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉事業が形成され発展してきた歴史につい

てまとめる。 

第３回 社会福祉事業をめぐる関連法制度 

事前学習 教科書第 3章（p51~72）を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉事業を取り巻く様々な規制や守るべき規

範についてまとめる。 

第４回 社会福祉事業の経営 

事前学習 教科書第 4章（p73~83）を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉サービスにおける「経営」についてまと

める。 

第５回 社会福祉事業の組織 
事前学習 教科書第 5章（p87~105）を読んでくること。 

事後学習 組織に関する様々な原則についてまとめる。 

第６回 社会福祉サービスの人事管理 

事前学習 教科書第 6章（p107~120）を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉サービスにおける人事管理の目的や人材

確保、人材教育についてまとめる。 

第７回 社会福祉事業の労務管理 

事前学習 教科書第 7章（p121~150）を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉事業で働く福祉人材の労働条件について

まとめる。 

第８回 社会福祉事業の財務・会計管理 
事前学習 教科書第 8章（p151~185）を読んでくること。 

事後学習 社会福祉事業会計の役割についてまとめる。 

第９回 社会福祉事業の建物・設備管理 事前学習 教科書第 9章（p187~194）を読んでくること。 



 

 

事後学習 
社会福祉事業の設備のハード面とソフト面の両面

からの対応についてまとめる。 

第１０回 社会福祉事業のサービス管理 

事前学習 教科書第 10章（p195~209）を読んでくること。 

事後学習 
高齢者虐待防止法の内容と施設従事者による虐待

の現状についてまとめる。 

第１１回 社会福祉事業の情報管理 

事前学習 教科書第 11章（p211~218）を読んでくること。 

事後学習 
個人情報保護法制定後の情報管理のあり方につい

てまとめる。 

第１２回 社会福祉事業の危機・安全管理 
事前学習 教科書第 12章（p219~234）を読んでくること。 

事後学習 危機管理と安全管理についてまとめる。 

第１３回 社会福祉事業の戦略管理 

事前学習 教科書第 13章（p235~252）を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉事業経営上の戦略管理についてまとめ

る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 4 回「社会福祉事業の経営」の講義内容を踏まえて、「社会福祉事業経営環境の変容」について 

        レポートにまとめなさい。 

レポート形成：A4用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合にはその後も毎回の授業で随時受け付け指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7 回「社会福祉事業の労務管理」の講義内容を踏まえて、「「雇用関係と労働条件」について 

        レポートにまとめなさい。 

レポート形成：A4用紙 1枚（1200字程度） 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合にはその後も毎回の授業で随時受け付け指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉心理学 （2単位） 

３．科目番号 PSMP3334 

２．授業担当教員 若松 直樹 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特にありません． 

７．講義概要 

福祉では、支援を必要とする人々を対象として支援を行う。かつては児童が中心であったが、青年期、中年

期、高齢期と生涯発達の視野の中で、その援助が考えられるようになった。福祉現場で生じる問題及びその

背景、福祉現場での心理社会的課題及び必要な支援方法、特に、虐待、認知症に関する必要な支援方法につ

いて学ぶ。 

８．学習目標 
生涯発達の中で、どのような問題が発生するか、その問題は発達とともにどのように変化してゆくか、それ

に対応した心理福祉的な支援について説明できるようになることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○評価のもとになるレポート課題 

支援の対象として問題意識をもつ領域における公認心理師の役割について，自身の言葉でまとめなさい． 

○レポートの執筆量や提出期限などはおって示します． 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】 中島健一編『福祉心理学』遠見書房 2,600円 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①暴力被害者への心理支援について理解し、説明することができる。 

②高齢者へ心理支援について理解し、説明することができる。 

③障害・疾病のある人への心理支援について理解し、説明することができる。 

④生活困窮者への心理支援について理解し、説明することができる。 

⑤児童虐待への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑥子どもと親への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑦認知症高齢者への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑧ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際について理解し、説明できる。 

⑨精神障害者への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑩家族・職員への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑪福祉・介護分野での多職種共働と心理職の位置づけを理解し、説明できる。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度と参加姿勢

20％、試験 40％、課題レポート 40％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

公認心理師による心理支援の実際はチーム(多職種)による支援の一環として行われます． 

多職種による支援の要点を共有しつつ，公認心理師ならではの支援を提供することも求められます． 

福祉領域では心理学からの情報提供も重要となることを意識して学んでください． 

13．オフィスアワー 初回の講義でお知らせします． 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 社会福祉の展開と心理支援 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第２回 総論：生活を支える心理支援 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第３回 暴力被害者への心理支援 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第４回 高齢者へ心理支援 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第５回 障害･疾病のある人への心理支援 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第６回 生活困窮･貧困者への心理支援 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第７回 児童虐待への心理支援の実際 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第８回 子どもと親への心理支援の実際 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第９回 認知症高齢者への心理支援の実際 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第１０回 ひきこもり･自殺予防の心理支援の実際 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第１１回 精神障害者への心理支援の実際 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 



 

 

第１２回 家族・職員への心理支援の実際 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

第１３回 全体のまとめ 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する． 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する． 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：教科書 第 13 章のなかで関心を寄せる箇所について，WEB 上から得られる情報を参考にすることも

含め，自身の言葉でまとめる(WEB 情報を参考にした際は引用箇所を明示すること)． 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(約 1,000 字) 

実施時期：第 12 回講義が終了したあと． 

提出期限：第 13 回講義において提出． 

事後学習：レポートの作成および添削指導･質疑応答･第 13 回講義(全体のまとめ)内での意見交換に理解を深める． 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：教科書 第 14 章のなかで関心を寄せる箇所について，WEB 上から得られる情報を参考にすることも

含め，自身の言葉でまとめる(WEB 情報を参考にした際は引用箇所を明示すること)． 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(約 1,000 字) 

実施時期：第 12 回講義が終了したあと． 

提出期限：第 13 回講義において提出． 

事後学習：レポートの作成および添削指導･質疑応答･第 13 回講義(全体のまとめ)内での意見交換に理解を深める． 

 



 

 

１．科目名

（単位数） 
文章表現 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1107 

GEBS1107 ２．授業担当

教員 
安次嶺 隆幸 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条

件・ 

他科目と

の関係 

 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授業では、大

学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現法である。

文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、論理の一貫性などに

重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社会でますま

す重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメ

ント 

（宿題）及

びレポー

ト課題 

★ノート指定 ツバメノートA4品番A5008 JAN：4968796311105 一冊を準備しておくこと。毎回これが出席、課題レ

ポートに使用します。毎回プリント課題を配布しますので、このノートに貼り、授業後に提出します。 

10．教科書・

参考書・

教材 

★教科書 

山口隆正／宮田公治／田中洋子／福嶋美知子／秋山智美 著｢文章表現の基礎技法｣（八千代出版株式会社）2017年。安

次嶺隆幸著「世界一のクラスをつくる 100の格言」（明治図書出版）2013年 

★参考書 

秋山智美著｢学生のための 文章表現法｣（八千代出版株式会社）。安次嶺隆幸著「礼儀でまとめる学級づくり」（東洋館

出版）。安次嶺隆幸著「一瞬で授業に引き込むプロの技」（学陽書房） 

11．成績評価

の規準と

評定の方

法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生へ

の 

メッセー

ジ 

★授業の視点「書くことは、聴くこと、受け入れること、考えることから始まる！」 

読むこと、聴くこと、話すこと、そして書くことは人間の本質である。人と協力して生き、社会を形成する生き物であ

る人間にとって、表現能力とは、他者との共生するための能力であり、人と人との暮らしていくための優しさや明るさ

や思いやりを含めた能力のことなのである。｢書くこと｣は｢他者に自分の考えを伝えること｣である。それは人間の必須

のスキルだといえる。 

★授業の約束 

１ 座席は指定とする。 

２ 正当な理由のない遅刻、早退、欠席をしないこと。（やむを得ず欠席する場合は、書面を提出のこと。） 

３ 携帯電話の電源は切るとともに操作しないこと、及び私語は厳禁のこと。 

４ レポート、アサイメントについては、指定した日までに必ず提出すること。（遅れた場合は減点です） 

５ 予習をするとともに、教育に関連する図書や新聞記事に関心をもち読むこと。 

６ 教育に携わる専門性を身につける大学生としての自覚と覚悟をもち、その品位を保つこと。 

★メッセージ 

本講座では、書く前に「聴く」、「考える」、「共有する」、「展開する」、「まとめる」という 5段階の作業を毎授業で行い

ます。これを繰り返すことで、自分の考え、他者の考えを認め合う広い心を育むことができるようになります。また、

様々な場面指導での意見交換から自分の思考を磨き、教科書の格言の文章を読み、ポイント押さえ、「書く力」が自然

に習得できます。しっかりと毎回の授業の人の意見を書き込み、取り入れる心を養ってください。それが自分の文章表

現になっていきます。 

13．オフィス

アワー 

月曜日：10：30～12：00火曜日 10：30～12：00。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
本講座の意義、目的、方法について、シラバスの説明、

班編制、授業の受け方の説明。自己紹介文の作成と提出。 
事前学習 

教科書を概観してくる。自己紹介文を考えて

くること。 



 

 

基礎編 第 1章 文章を正しく書く～教科書①問題 

課題：世界一のクラスをつくる 100 の格言より～①～⑤

について、音読、要旨を書く。 

事後学習 
「私の長所と短所」「私の趣味」で 400字～800

字で作文を書く。 

第２回 

基礎編 第 2章 原稿用紙の使い方 教科書②問題 

課題：世界一のクラスをつくる 100 の格言より～⑥～⑩

について、音読、要旨を書く。 

事前学習 
教科書を概観してくる。上記の文を発表出来

るようにしておく。 

事後学習 

「私の高校時代」「アルバイト」「心に残って

いる言葉」について 400 字～800 字で作文を

書く。 

第３回 

基礎編 第 3章 正しい表記を知る 教科書③問題  

課題：世界一のクラスをつくる 100 の格言より～⑪～⑮

について、音読、要旨を書く。 

事前学習 
教科書を概観してくる。上記の文を発表でき

るようにしておく。 

事後学習 
「私が尊敬する人」「私の信念」「出会い」に

ついて 400字～800字で作文を書く。 

第４回 

基礎編 第 4章 文章作成上の注意点 教科書④問題 

課題：世界一のクラスをつくる 100 の格言より～⑯～⑳

について、音読、要旨を書く。 

事前学習 
教科書を概観してくる。上記の文を発表出来

るようにしておく。 

事後学習 
「余暇の過ごし方」「10年後の自分」「私の人

生観」について 400字～800字で作文を書く。 

第５回 

基礎編 第５章 文章の基本的な書き方 教科書⑤問題 

課題：世界一のクラスをつくる 100 の格言より～㉑～㉕

について、音読、要旨を書く。 

事前学習 
教科書を概観してくる。上記の文を発表出来

るようにしておく。 

事後学習 

「私と読書」「私の家族について」「部活動に

ついて」について 400 字～800 字で作文を書

く。 

第６回 

応用編 第 6章 小論文を書く〔1〕教科書⑥問題 

課題：世界一のクラスをつくる 100 の格言より～㉖～㉚

について、音読、要旨を書く。 

事前学習 
教科書を概観してくる。上記の文を発表出来

るようにしておく。 

事後学習 

「子どもに携帯電話を持たせてよいか」「夫婦

共稼ぎをどう考えるか」「インスタント食品の

功罪」について 400 字～800 字で小論文を書

く。 

第７回 

応用編 第 7章 小論文を書く〔2〕教科書⑦問題 

課題：世界一のクラスをつくる 100 の格言より～㉛～㉟

について、音読、要旨を書く。 

課題研究レポート①の提出 

事前学習 
教科書を概観してくる。上記の文を発表出来

るようにしておく。 

事後学習 演習の課題について、校正する。 

第８回 

課題研究レポート①の解説、意見交換 

応用編 第 8章 小論文を書く〔3〕教科書⑧問題 

課題：世界一のクラスをつくる 100 の格言より～㊱～㊵

について、音読、要旨を書く。 

事前学習 
教科書を概観してくる。上記の文を発表出来

るようにしておく。 

事後学習 演習の課題について、校正する。 

第９回 

応用編 第 8章 小論文を書く〔4〕教科書⑨問題 

課題：世界一のクラスをつくる 100 の格言より～㊶～㊺

について、音読、要旨を書く。 

事前学習 
教科書を概観してくる。上記の文を発表出来

るようにしておく。 

事後学習 
演習 1～11 で選択した以外から一つ小論文を

書く。 

第１０回 

応用編 要約をする 教科書⑩問題 

課題：世界一のクラスをつくる 100の格言より～㊻～㊿ 

について、音読、要旨を書く。 

事前学習 
教科書を概観してくる。上記の文を発表出来

るようにしておく。 

事後学習 自分や他者の小論文を要約する。 

第１１回 
まとめ〔レポート・論文の書き方〕1「テーマ型①～ 

⑪ 

事前学習 レポートの課題について考えてくる。 

事後学習 課題について書くⅠ。 

第１２回 
まとめ〔レポート・論文の書き方〕2「将来の目標」 

課題研究レポート②の提出 

事前学習 レポートの課題について考えてくる。 

事後学習 課題について書くⅡ。 

第１３回 
課題研究レポート②の解説、意見交換 

まとめ〔レポート・論文の書き方〕3「過去の経験」 

事前学習 レポートの口頭発表原稿を完成する。 

事後学習 口頭発表会 1のリハーサルをしてくる。 

課題研究 

1 

課題研究レポート①テーマ：第 1回～第 3回【事後学習】のテーマのうち、自分が選ばなかったものを一つ選び、それ

について 1000字程度で述べよ。 

実施期間：第 6回講義終了後に実施する。 

提出期限：第7回講義終了後に課題レポート①を提出する。 

事前学習：講義ノートを整理し、振り返りをしておく。第1回～第3回【事後学習テーマ】「私の長所と短所」「私の趣味」

「私の高校時代」「アルバイト」「心に残っている言葉」「私が尊敬する人」「私の信念」「出会い」 

事後学習：第8回講義で課題について解説、意見交換、質疑応答、添削指導をする。各自、もう一度校正し、清書し、

レポート①を完成する。 

課題研究 

2 

課題レポート②テーマ【文章表現】の講義を終えて、自分が学んだこと、これからどう活かすかについて、1000字程度

で述べよ｣ 

実施期間：第 11回講義後に実施する。 

提出期限：第12回講義終了後に課題レポート②を提出する。 

事前学習：第1回～第11回の講義ノートを整理し、振り返りをしておく。また、配付されたプリントを見返し、自分の

学びを整理して課題レポート②について書く。 

事後学習：第13回講義で課題について解説、意見交換、質疑応答、添削指導をする。各自、もう一度校正し、清書し、

課題レポート②を完成する。「文章表現」の講義を終えての感想、振り返り、自己変容、これからの抱負を整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1130 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 
テキストを輪読し、その内容について教員による解説を加え、必要
に応じ、受講生によるディスカッションを行う。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉分野と経営分野は別々に発展した学問領域ではあるが、実は密接な関係性がある。社会福祉事業

が機能するためには適切なマネジメントが図られる必要があるからだ。つまり、営利を目的としない福祉の

現場においても、社会福祉施設が適切に運営されていくためには、適切なマネジメントが行われることが必

要である。それだけではなく、一般企業においても、従業員の福利厚生やメンタルヘルスの向上の視点から、

福祉マインドを持ったスタッフが求められ始めている。 

そこで、本講座では、適宜補足レジュメ等を用いながら、まず福祉マインドの醸成を目的としてまずは介

護業界に絞って福祉における経営課題を学び、それぞれの解決策について考える。 

８．学習目標 

・福祉(介護)業界の実態を理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界における経営課題について理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界が取るべき経営戦略のあり方を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは特に課さないが、12回の講義の中では各講義内容と関連した演習問題か小テストを課す。 
また第 6回,第 10回の講義の際に課題研究を課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』日本医療
企画、2014。 
【参考書】 
野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 
社会福祉士養成講座編集委員会編『新社会福祉士養成講座 11 福祉サービスの組織と経営（第５版）』中央法
規、2017。 
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉（第１０版）』ミネルヴァ書房（社会福祉入門テキスト）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読や小テストを通じて、福祉業界について理解できたかどうか 

２．レポートを通じて、福祉業界における経営課題について理解し、取るべき経営戦略を考えることができ

ているか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度     ４０％ 

レポート           ３０％ 

小テスト（毎回冒頭１０分）  ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してもらう。班別にリ
ーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなう。なお授業中にスマホ、私語、居眠りの多

い者は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による厳重な監督下におく。 
２．第６回目、第１０回目の講義の際に課題研究を出題する。提出されたレポートは後日発表してもらう予

定。  

３．将来、福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、
という意気込みで講義や演習に臨んでほしい。 

４．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、自

分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニング
の場と考えること。 

５．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問すること。 
６．期末課題レポートについては後日お知らせします。 

13．オフィスアワー 別途、通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション、介護経営の基礎知識① 
事前学習 テキスト pp.9～15を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度の基本理念を確認する。 

第２回 介護経営の基礎知識② 
事前学習 テキスト pp.16～24を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度のしくみを理解する。 

第３回 介護経営の「人」 
事前学習 テキスト pp.26～32を読んでくること。 

事後学習 福祉業界で求められる「ヒト」を理解する。 

第４回 介護経営の「もの（サービス）」① 介護保険 
事前学習 テキスト pp.33～46を読んでくること。 

事後学習 介護保険サービスについて理解する。 

第５回 介護経営の「もの（サービス）」② コンプライアンス等 
事前学習 テキスト pp.47～55を読んでくること。 

事後学習 
福祉業界におけるコンプライアンス・第三者評
価制度等を理解する。 

第６回 
介護経営の「金」 
課題研究 1の出題 

事前学習 テキスト pp.56～67を読んでくること。 

事後学習 福祉業界の収益構造を理解する。 

  



 

 

第７回 介護経営の戦略１ 人材確保 
事前学習 テキスト pp.70～74を読んでくること。 

事後学習 
戦略的人材確保策として、ＡＩＳＡＳ分析につ
いて理解する。 

第８回 介護経営の戦略２ 人材定着 
事前学習 テキスト pp.75～82を読んでくること。 

事後学習 
従業員満足、顧客満足、会社満足のバランスに
ついて理解する。 

第９回 介護経営の戦略３ リーダーシップ 
事前学習 テキスト pp.86～92を読んでくること。 

事後学習 
授業で紹介したさまざまなリーダーシップ理
論について理解する。 

第１０回 
介護経営の戦略４ サービスの質の平準化 
課題研究２の出題 

事前学習 テキスト pp.93～104を読んでくること。 

事後学習 
「サービスの質の平準化」と「サービスの内容
の平準化」の違いを理解する。 

第１１回 介護経営の戦略５ 支出削減 

事前学習 テキスト pp.109～116を読んでくること。 

事後学習 
サービスの種類別のコスト構造の違いを理解
する。 

第１２回 
介護経営の戦略６ 労働効率 

 

事前学習 テキスト pp.117～120を読んでくること。 

事後学習 本授業で学んだ労働効率について理解する。 

第１3 回 
最後のまとめ 
演習（課題研究２の発表と討論など） 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 
第１０回で出題された課題研究２の発表準備。 

事後学習 

福祉サービスの経営に関し自分なりの知見が
持てたか振り返る。課題研究２の発表・討論の
振り返り 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回目～第 6 回の講義内容を踏まえて、レポートにまとめる。課題は第 6 回目の授業の際に発表す

る。 

レポート形式：A4 用紙 1-2 枚 1000 字程度 

実施時期：第 6 回の授業後に課題を発表するので各自で作成すること。 

提出期限：第 7 回の授業日の前日までに、中野研究室に提出する。 

     提出後、中野で添削・評価等をおこなったうえ第 7 回か第 8 回目の授業で、発表、講評、質疑応答、意見交

換などをおこなう。 

事後学習：レポート作成と討論・質疑応答などを通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1 回目～第 10 回の講義内容を踏まえて、レポートにまとめる。課題は第 10 回目の授業の際に発表

する。 

レポート形式：A4 用紙 1-2 枚 1000 字程度 

実施時期：第 10 回の授業後に課題を発表するので各自で作成すること。 

提出期限：第 12 回の授業日の前日までに、中野研究室に提出する。 

     提出後、中野で添削・評価等をおこなったうえ第 13 回目の授業で、討論・とりまとめ、全体発表、講評、質

疑応答、意見交換などをおこなう。 

事後学習：レポート作成と演習での討論・質疑応答などを通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現Ⅱ（アカデミック・ライティング） （4 単位） 

３．科目番号 GELA2307 

２．授業担当教員 望月 之美 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文章表現をすでに受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

この授業は、大学生として求められるアカデミック・ライティングの実践的なスキルをトレーニングして

いくことを目的としています。 

具体的には、「問題設定」、「調査」、「文章作成」についての課題に取り組む中で、アカデミック・ライティ

ングのルールを確認していきます。その上で、受講生それぞれ（個人あるいはグループ）が、「問題設定」、

「調査、情報収集」を行ったうえで、レポートなどの適切な形にまとめていきます。 

さらに、受講生のレベルに応じて、レポート作成の基礎となる文字表記、語彙力の向上のための小テスト

も行います。 

８．学習目標 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につける。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになる。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につける。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題を指す。 

○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートの提出等を指す。 
○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション等の発表原稿（もしくはポスタ
ー、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出する。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表を指す。 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書：野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日本

語表現力アップ』ひつじ書房、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につけることができたか。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになったか。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につけることができたか。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来たか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 授業内課題 総合点の 40％ 

３ 提出物（レポート等） 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1）授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題に取り組むこと。 

2）授業で扱ったすべてのプリントは無くさないようにし、ファイルにまとめておくこと。 

3）携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 

4）わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 

5）どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

6）受講者や授業の進行状況によりシラバスの進行が変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回の授業時に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明 
事前学習 

教科書の目次とはじめに（pp.ⅳ-ⅷ）を読み、

大切だと思うところと疑問に思うところに

線を引いておく。 

事後学習 シラバスの内容をよく確認しておく。 

第２回 
第 11 課「アカデミックな文章を書く」 

課題 1・課題 2(pp.74-77) 

事前学習 
pp.74-77 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第３回 
第 11 課「アカデミックな文章を書く」 

課題 3・課題 4(pp.77-79) 

事前学習 
pp.77-79 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第４回 
第 14 課「レポートとは何かを知る」 

課題 1・課題 2・課題 3(pp.100-102) 

事前学習 
pp.100-102 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第５回 
第 14 課「レポートとは何かを知る」 

課題 4・表現例と書式(pp.102-105) 

事前学習 
pp.102-105 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

表現例と書式をまとめておく。 



 

 

第６回 
第 15 課「テーマを絞り込み、資料を探す」 

課題 1・課題 2 (pp.106-108) 

事前学習 
pp.106-108 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第７回 
第 15 課「テーマを絞り込み、資料を探す」 

課題 3・課題 4・課題 5 (pp.108-113) 

事前学習 

pp.108-113 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。課題 4

の資料を探し、第 8 回授業に持参する。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4・課題 5 をまとめておく。 

第８回 
第 16 課「論拠を示す」 

課題 1 (pp.114-115) 

事前学習 
pp.114-115 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1 

をまとめておく。 

第９回 
第 16 課「論拠を示す」 

課題 2・ (pp.115-117) 

事前学習 
pp.115-117 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第１０回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 1・課題 2 (pp.118-120) 

事前学習 
pp.118-120 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第１１回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 3・課題 4 (pp.120-122) 

事前学習 
pp.120-122 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第１２回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 5 (p.123) 

事前学習 

p.123 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。課題 5 の資

料を探し、第 14 回授業に持参する。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 5

をまとめておく。 

第１３回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 1・課題 2 (pp.124-126) 

事前学習 
pp.124-126 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第１４回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 3・課題 4 (pp.126-127) 

事前学習 
pp.126-127 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第１５回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 5・課題 6 (pp.127-129) 

事前学習 
pp.127-129 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 

教員が強調した点に気をつけながら、課題 5・
課題 6 をまとめておく。アンケート調査を実

施する。 

第１６回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 1(pp.130-132) 

事前学習 
pp.130-132 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

をまとめておく。 

第１７回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 2・課題 3(pp.133-134) 

事前学習 
pp.133-134 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2・
課題 3 をまとめておく。 

第１８回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 4・課題 5(pp.134-135) 

事前学習 
pp.134-135 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第１９回 
第 17 課・第 18 課・第 19 課で学んだことを活かして
レポートを書く 

事前学習 pp.118-135 を復習しておく。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、

pp.118-135 をよく復習する。 

第２０回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 1(pp.136-137) 

事前学習 
pp.136-137 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

を完成させる。 

第２１回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 1(pp.136-137) 

事前学習 
pp.136-137 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

を完成させる。 

  



 

 

第２２回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 3(p.139) 

事前学習 
p.139 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3

を完成させる。 

第２３回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 3(p.139) 

事前学習 
p.139 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3

を完成させる。 

第２４回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 2 (p.138) 

事前学習 
p.138 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第２５回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 2 (p.138) 

事前学習 
p.138 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第２６回 
第 21 課「レポートを仕上げる－タイトル・推敲－」 

課題 1・課題 2 (pp.140-142) 

事前学習 
pp.140-142 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2 をまとめておく。 

第２７回 
第 21 課「レポートを仕上げる－タイトル・推敲－」 

課題 3・課題 4 (pp.142-143) 

事前学習 
pp.142-143 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・
課題 4 をまとめておく。 

第２８回 レポート執筆のまとめ(pp.144-145)、授業の振り返り 

事前学習 
pp.144-145 を読み、大切だと思うところと疑
問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、レポー

ト執筆のまとめをまとめておく。 

課題研究

１ 

課題：第 1 回～第 5 回の授業で学んだ第 11 課・第 14 課（pp.74-79,100-105）を復習し、「序論」「本論」「結論」の 3

部構成で課題レポートを書く。 

レポート形式：pp.105 の形式に合わせ、A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

提出期限：第 6 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：pp.104-105 の表現例と書式を復習しておく。レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成
のために学んだことをまとめておく。 

課題研究

２ 

課題：第 6 回～第 9 回の授業で学んだ第 15 課・第 16 課（pp.106-117）を復習し、データ（論拠）を引用して意見を

述べるレポートを書く。 

レポート形式：pp.105 の形式に合わせ、A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

提出期限：第 10 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現 （2単位） 

３．科目番号 GELA1107 

２．授業担当教員 八重樫 幸雄 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授

業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現

法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、

論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社

会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・アサイメント 

 事前学習、事後学習で取り組んだ内容を毎回のアサイメントシートに記述する。 

・レポート課題（小論文） 

 身の回りで起きている問題や関心のある社会問題を参考にして自らの課題（テーマ）を設定し、論文形式

を踏まえて小論文を作成する。2400字程度 それ以上も可 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

河野哲也著『レポート・論文の書き方入門（第４版）』慶応義塾大学出版会、2018年。 

【参考書】 

友松悦子著『小論文への１２のステップ』スリーエーネットワーク、2008年。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説（第 5版）』中央法規、2017年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生に期待すること 

１．教科書は必ず準備し、授業中は真剣に取り組み、分からないところは質問すること。 

２．授業中は他人に迷惑をかけないよう、私語・携帯電話・居眠り・飲食を禁止する。 

３．予習・復習をしっかり行い、学習内容を確実に習得し文章を書くことになれること。 

４．レポートや副教材のプリント等は各自整理整頓に努め、学習内容の大切な資料として活用すること。 

５．欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をするときは、理由を書面にて提出すること。 

13．オフィスアワー 第１回の時に知らせる。 連絡先 yae123@nifty.com 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの説明、授業の受け方の説明。 

自己紹介文の作成と提出。 

事前学習 自分なりに自己紹介文を書ける準備をしておく。 

事後学習 

授業の受け方の大事なことや自己紹介文の書き方について説

明できるように、アサイメントシートにまとめ、確認テストの

準備をする。 

第２回 

『レポート・論文の書き方』の第１章を

もとに、レポート・論文の必要性とその

書き方の基礎事項を学ぶ。また、原稿用

紙の使い方を理解する。 

事前学習 

教科書の第１章 pp.2～11 を読んで、作文・レポート・論文の

基礎事項や原稿用紙の使い方を調べ、説明できるようにアサイ

メントシートにまとめておく。 

事後学習 
レポートや論文の基礎事項について説明できるように、アサイ

メントシートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第３回 

教科書『レポート・論文の書き方』の第

１章をもとに、感想文やエッセイとレポ

ート・論文の違いを理解する。 

事前学習 

教科書の第１章 pp.2～11 を読んで、感想文・エッセイ・レポ

ート・論文の違いを調べ、説明できるようにアサイメントシー

トにまとめておく。 

事後学習 

感想文・エッセイ・レポート・論文の違いについて説明できる

ように、アサイメントシートにまとめ、確認テストの準備をす

る。 

第４回 教科書『レポート・論文の書き方』の第 事前学習 教科書の第３章pp.32～56を読んで論文やレポートの必要要件



 

 

３章をもとに、論文・レポートの必要要

件と構成について理解する。 

を調べ、説明できるようにアサイメントシートにまとめてお

く。 

事後学習 
論文・レポートの必要要件と構成について説明できるように、

アサイメントシートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第５回 

教科書『レポート・論文の書き方』の第

４章をもとに、論文・レポートのテーマ

や課題の設定、本文の組み立て方を理解

する。 

事前学習 

教科書の第４章pp.58～70を読んで論文やレポートの本文の組

み立て方を調べ、説明できるようにアサイメントシートにまと

めておく。 

事後学習 
レポートや論文の組み立て方について説明できるように、アサ

イメントシートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第６回 

教科書『レポート・論文の書き方』の第

５章をもとに、資料の探し方、注や引

用・文献の付け方を理解する。 

事前学習 
教科書の第５章 pp.72～96を読んで資料の探し方を調べ、説明

できるようにアサイメントシートにまとめておく。 

事後学習 
注・引用・文献のつけ方について説明できるように、アサイメ

ントシートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第７回 

レポートの構成やまとめ方について、分

かりやすい表現・正しい表現・適切な語

彙・文法表現等を理解する。 

事前学習 
正しい表現・適切な語彙・文法表現等を調べ、説明できるよう

にアサイメントシートにまとめておく。 

事後学習 
正しい表現・適切な語彙・文法表現等について説明できるよう

に、アサイメントコーナーにまとめ、確認テストの準備をする。 

第８回 
文章を読む・書く①（用語の選択、主語・

述語の呼応、書き出しと文末の呼応） 

事前学習 
テキスト pp.105～106を読んで、書き出しと文末の呼応などを

調べ、説明できるようにアサイメントシートにまとめておく。 

事後学習 
表現の簡潔さや文末表現の工夫について説明できるように、ア

サイメントシートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第９回 文章を読む・書く②（段落） 

事前学習 
段落の工夫に気を付けて読んで要点をまとめアサイメントシ

ートにまとめておく。 

事後学習 
小論文の段落、構成の工夫について説明できるように、アサイ

メントシートにまとめ、確認テストの準備をする。 

第１０回 
文章全体をつかむ②（要約文） 

小論文を書こう２ 

事前学習 
テキスト pp. 98～104の「見本レポート」を読んで、要点を３

つ以上箇条書きにして、アサイメントシートにまとめておく。 

事後学習 
要約文の工夫について説明できるように、アサイメントシート

にまとめ、確認テストの準備をする。 

第１１回 

人の小論文への考えや感想を書く（意見

文・感想文） 

 小論文を書こう３ 

事前学習 
班の人の小論文を読んで、批評できるように、アサイメントシ

ートに意見文・感想文を書いておく。 

事後学習 
人の小論文を批評して、ポイントを押さえてアサイメントシー

トにまとめ自分の小論文を仕上げる。 

第１２回 
文章表現の成果発表①～小論文を紹介

しよう～ 前半 

事前学習 
成果発表の評価ができるように、発表となる小論文に目を通し

て修正点を見つけておく。 

事後学習 人の発表を参考にして、自分の小論文を見直す。 

第１３回 
文章表現の成果発表②～小論文を紹介

しよう～ 後半 

事前学習 
成果発表の評価ができるように、発表となる小論文に目を通し

て修正点を見つけておく。 

事後学習 
課題レポート（小論文）を指定された日までに文書で提出でき

るようにする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回～第 3 回の講義内容を踏まえて、「テキスト批評の仕方」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 3回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4回授業終了以後も随時行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：これまでの講義内容を踏まえて、「自分のテーマに関する小論文の序論」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了以後も随時行う。 

添削内容等について引き続き質問がある 

場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現 （2単位） 

３．科目番号 GELA1107 

２．授業担当教員 加藤 敏明 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
１年次以上 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授

業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現

法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、

論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社

会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

＜レポート＞ 

課題１：『教職科目要説（初等教育編）』の学習参考例をもとにテキスト批評を行い、そのテキスト批評の

方法で自分の考えを1,000字以内で記述せよ。 

課題２：『教職科目要説（初等教育編）』の学習参考例をもとに、課題を提示する。その課題について自分

の考えを1,000字以内にまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

河野哲也著『レポート・論文の書き方入門（第 4版）』慶応義塾大学出版会、2018年。 

三省堂編集所編『新しい国語表記ハンドブック（第 8版）』三省堂、2018年。 

【参考書】 

石井秀明著『必ず受かる小論文・作文の書き方』新星出版社、2009年。 

大隈秀夫著『実例 文章教室（新訂版）』日本エディタースクール出版社、2005年。 

中島恒雄編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房、2015年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生に期待すること 

１．教科書は必ず準備し、授業中は真剣に取り組み、分からないところは質問すること。 

２．授業中は他人に迷惑をかけないよう、私語・携帯電話・居眠り・飲食を禁止する。 

３．予習・復習をしっかり行い、学習内容を確実に習得し文章を書くことになれること。 

４．レポートや副教材のプリント等は各自整理整頓に努め、学習内容の大切な資料として活用すること。 

５．欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をするときは、理由を書面にて提出すること。 

13．オフィスアワー 第１回の時に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの説明、班編制、授業の受け方の説明。自己紹介

文の作成と提出。 

事前学習 自己紹介文を考えてくること。 

事後学習 
教科書の第１章 pp.2～11 を読み、作文・レ

ポート・論文の基礎事項を調べておくこと。 

第２回 

教科書『レポート・論文の書き方』の第１章をもとに、レ

ポート・論文の必要性とその書き方の基礎事項を学ぶ。ま

た、原稿用紙の使い方を理解する。 

事前学習 原稿用紙の使い方を調べておくこと。 

事後学習 レポートや論文の基礎事項を覚えること。 

第３回 
教科書『レポート・論文の書き方』の第１章をもとに、感

想文やエッセイとレポート・論文の違いを理解する。 

事前学習 

教科書の第１章 pp.2～11を読んで、感想文・

エッセイ・レポート・論文の違いを調べてお

くこと。 

事後学習 
感想文・エッセイ・レポート・論文の違いを

覚えること。 

第４回 

教科書『レポート・論文の書き方』の第２章をもとに、テ

キスト批評による論文の読み方・書き方の方法を理解す

る。ここでは、特に問題意識やテーマの設定の方法を理解

する。 

事前学習 
教科書の第２章 pp.14～29を読んでテキスト

批評の仕方を調べておくこと。 

事後学習 テキスト批評の仕方を覚えること。 



 

 

第５回 
教科書『レポート・論文の書き方』の第３章をもとに、論

文・レポートの必要要件と構成について理解する。 

事前学習 
教科書の第３章 pp.32～54を読んで論文やレ

ポートの必要条件を調べておくこと。 

事後学習 論文・レポートの必要条件を覚えること。 

第６回 

教科書『レポート・論文の書き方』の第４章をもとに、論

文・レポートのテーマや課題の設定、本文の組み立て方を

理解する。 

事前学習 
教科書の第４章 pp.56～68を読んで論文やレ

ポートの本文の組み立てを調べておくこと。 

事後学習 レポートや論文の組み立てを覚えること。 

第７回 
教科書『レポート・論文の書き方』の第５章をもとに、資

料の探し方、注や引用・文献の付け方を理解する。 

事前学習 
教科書の第５章 pp.70～91を読んで資料の探

し方を調べておくこと。 

事後学習 注・引用・文献のつけ方を覚えること。 

第８回 

文章作成に必要な国語辞典・漢和辞典等の活用と取り扱い

について理解する。レポートの構成やまとめ方について、

分かりやすい表現・正しい表現・適切な語彙・文法表現等

を理解する。 

事前学習 
正しい表現・適切な語彙・文法表現等を調べ

ておくこと。 

事後学習 
国語辞典・漢和辞典の活用方法と取り扱いを

覚えること。 

第９回 

『教職科目要説（初等教育編）』の学習参考例を使い、テ

キスト批評の方法で小論文の書き方を練習する。 

課題１：『教職科目要説（初等教育編）』の学習参考例を

もとにテキスト批評を行い、そのテキスト批評の方法で自

分の考えを 1,000 字以内で記述せよ。（第 12 回のとき提

出） 

事前学習 
事前に与えられた学習参考例を読んで、テキ

スト批評を自分で実施してみること。 

事後学習 課題１のレポートを作成すること。 

第１０回 
『教職科目要説（初等教育編）』の学習参考例を使い、テ

キスト批評の方法で小論文を練習する。 

事前学習 
事前に与えられた学習参考例を読んで、小論

文を書いてみること。 

事後学習 
授業で実施したテキスト批評の小論文を推

敲すること。 

第１１回 
『教育科目要説（初等教育編）』の学習参考例を使い、テ

キスト批評の方法で小論文を作成する。 

事前学習 テキスト批評の小論文を校正しておくこと。 

事後学習 テキスト批評の小論文を仕上げること。 

第１２回 

課題１のレポートをもとに、レポートの書き方について、

形式や適切な文章表現について確認する。グループで自分

の考えを発表したり討議したりしてレポートを推敲・修正

する。（課題１を持ち寄る） 

事前学習 
課題１のレポートについて、推敲しておくこ

と。 

事後学習 課題１のレポートを仕上げて提出する 

第１３回 

課題２：『教職科目要説（初等教育編）』の学習参考例を

もとに、課題を提示する。その課題について自分の考えを

1,000以内にまとめる。このとき、資料の内容を分析し・

考察し、自分の考えをまとめる。 

事前学習 
テキスト批評の考えをもう一度振り返り、自

分の考えをまとめておくこと。 

事後学習 課題２のレポートを作成すること。 

課題研究

１ 

事前に配付した新聞記事「幼児・保育無償化」を読み、テキスト批評の方法で、あなたの考えを 1,000字以内で書きな

さい。 

実施時期：家庭学習とする。 

提出期限：第 13回とする。 

事後学習：教師側から配付された参考資料をもとに、各自のレポートを見直してみる。 

課題研究

２ 

第 13回で出された課題をまとめる。 

実施時期：家庭学習とする。 

提出期限：１週間以内とする。 

事後学習：教師側からのコメントをもとに、各自のレポートを見直してみる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
文章表現 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1107 

JNGL1108 
２．授業担当教員 新井 美也子 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授業

では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現法

である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、論

理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社会

でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１，レポート課題 

（１） 要約型（文学作品の批評）レポート 

（２） 説明型（定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説の比較）レポート 

（３） 論証型（少子高齢化社会の課題と解決の方策等各自が設定したテーマ）レポート 

（４） 口頭発表会の資料（パワーポイント） 

＊ それぞれのレポート作成に関する本や資料などの収集 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

大島弥生共著『ピアで学ぶ大学生の日本語表現（第２版）』ひつじ書房、2014年。 

【参考書】 

 三省堂編集所編『新しい国語表記ハンドブック第６版』三省堂、2018年。 

＊必要に応じてプリント資料を配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

国語や作文は苦手と考える人も大丈夫。大学生として必要なレポート作成を初めて体験する大学生を対象

にした授業です。｢レポートの書き方・発表の仕方｣を習得してもらいます。 

学習方法は、仲間同士がお互いの文章をよりよくするために話し合い、そこで議論されたことを参考に、書

き手が文章の構想を練り直し、推敲を重ねていくピア・レスポンス活動で進めます。こうした共同学習から、

内容を深め、文章表現を洗練し、レポートの質を高めていきます。ピア・レスポンス活動の成否は、個々の努

力にかかっています。協力し合い、クラス全体で、社会が必要としているコミュニケーション能力のレベルア

ップを図りましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

科目のガイダンス（授業の進め方・グループ編成等） 

レポート作成の基礎・基本 

・作文・レポート・小論文の違い 

・レポートの種類 

・レポート作成のプロセス 

事前学習 

「要約型レポート作成」で使用する文学作品

「形」を音読し、主題に関連する文章を記録

しておく。 

事後学習 
レポートの種類・作成のプロセスについてま

とめる。 

第２回 
レポート作成１ 

・要約型（文学作品の批評）レポートの作成 

事前学習 教科書Ｐ５からＰ２２まで熟読しておく。 

事後学習 要約型レポートを完成する。 

第３回 

レポート作成２ 

・説明型（定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社

説の比較）レポートの作成 

事前学習 
少子高齢化社会の課題と解決の方策等に関す

る新聞記事を収集しておく。 

事後学習 説明型レポートを完成する。 

第４回 
レポート作成２ 

・説明型レポートの完成（話し合い・推敲・清書） 

事前学習 
各自のテーマに関する本や資料を収集してお

く。 

事後学習 教科書Ｐ５５からＰ８４まで熟読する。 

第５回 
レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 
事前学習 

各自のテーマに関する本や資料を収集してお

く。 



 

 

① 構想を練り、情報を調べる。 

② テーマを絞り込み目標を規定する。 
事後学習 各自のテーマに関する本を補足する。 

第６回 

レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 

① 文章を組み立てる 

② 組み立てを再検討する 

③ 中心部を書く。 

事前学習 
各自のテーマに関する本や資料を補足してお

く。 

事後学習 
レポートの組み立てを完成させる。 

序論を完成させる。 

第７回 

レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 

① 本文を書きこんでいく。 

② 数値データと図表を根拠部分に使う。 

事前学習 組み立てと序論の見直しをしておく。 

事後学習 本論を完成させる 

第８回 

レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 

① 引用しながら書く。 

事前学習 本論の見直しをしておく。 

事後学習 結論と引用を完成させる。 

第９回 

レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 

① 文章・表現・形式を点検する。 

事前学習 レポートを見直しておく。 

事後学習 話し合いを活かして加筆・削除など修正する。 

第１０回 

レポート作成３ 

・論証型レポートの作成 

① 口頭発表の準備（発表資料作成） 

事前学習 レポート全体を見直しておく。 

事後学習 パワーポイントなどで発表資料を完成する。 

第１１回 
レポート作成３ 

レポート発表会のリハーサル・最終確認 

事前学習 
パワーポイントなど発表資料を修正してお

く。 

事後学習 口頭発表会の確認をする。 

第１２回 レポートの口頭発表会１・評価・交流 
事前学習 口頭発表練習をしておく。 

事後学習 相互評価を見直す。 

第１３回 
レポートの口頭発表会２・評価・交流 

文章表現の成果と課題 

事前学習 口頭発表練習をしておく。 

事後学習 これまでの学習を振り返る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：要約型レポートの作成方法を知り、レポートを作成する。 

        記入する内容については教科書を参照するとともに、記入の仕方についてプリントを配布する。 

レポート形式 ：Ａ４記入用紙 1枚。 

実施時期   ：第 2回授業終了後、記入用紙を配布する 

提出期限   ：第 3回授業開始時に提出する。 

提出後、第 3回授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を実施する。添削内容については毎回の

授業で受け付け、適宜指導する。 

事後指導   ：添削指導・質疑応答を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「私の好きな宮沢賢治の童話」宮沢賢治の童話集を一冊貸し出す。その中で、最も心に残った作品を

一つ選びレポートにまとめる。原稿用紙 1枚目にその作品を選んだ理由を書き、2枚目にその作品を

読んだ感想をまとめる。3枚目に自分が好きな児童文学作品について書く。 

レポート形式 ：原稿用紙 3枚（1200字） 

実施時期   ：夏季休講前、原稿用紙を配布する。 

提出期限   ：夏季休講後、最初の授業で提出する。 

提出後、授業終了後、添削指導・質疑応答・意見交換を実施する。添削内容については毎回の授業で

受け付け、適宜指導する。 

事後指導   ：添削指導・質疑応答を通して学んだことをまとめる。 

    

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現 （2単位） 

３．科目番号 GEBS1107 

２．授業担当教員 沼澤 清一 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授

業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現

法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、

論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社

会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

【課題レポート】 

課題1 :縮約文の提出 第4回後 

課題2 :身の回りで起きている問題や関心のある社会問題について、自らの課題（テーマ）を設定し、論文

形式を踏まえてレポートを作成する。レポートは1600字程度とし、第14・15回の授業で発表し、その後提出

期日に従って提出する。 

【振り返りシート】 

   指定された講義の終了後、講義によって何が解決され、何が解決されなかったのか、また、自分自身

はどのような考えを持ったのかなどについてまとめ、講義終了の３日後までに提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

河野哲也『レポート・論文の書き方入門（第４版）』慶應義塾大学出版会、2018年。 

【参考書】 

福川一夫『真似から始める文章教室縮約練習法－エッセイ上達の極意』テン・ブックス、2005年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

レポートの書き方・発表の仕方を習得してもらいます。 

最初に、縮約を通して書かれている内容を的確に読み、まとめる方法を身につけます。次に、小論文につい

て学習します。実例に触れ、実際に書き、それを修正します。小論文とは、何であるかを体得してもらいま

す。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
縮約① 導入 縮約と要約 

縮約の特徴、形式を知る。 

事前学習 縮約の特徴について調べておく。 

事後学習 
縮約の形式や特徴について説明できるよう

にする。 

第２回 
縮約② 実践Ⅰ 

縮約文を実際に作成する。 

事前学習 縮約の形式を確認しておく。 

事後学習 
各自が作成した縮約の修正箇所を検討して

おく。 

第３回 
縮約③ フィードバック 

実践Ⅰを修正する。 

事前学習 
各自が作成した縮約の修正箇所を確認して

おく。 

事後学習 
修正前と修正後で比較し、修正視点を説明

できるようにする。修正縮約文を提出する。 

第４回 

教科書『レポート・論文の書き方』の第 1章をもとに、

レポート・論文の必要性とその書き方の基礎事項を学

ぶ。 

また、原稿用紙の使い方を理解する。 

事前学習 

教科書の第 1 章 pp.2~11 を読み、作文・レ

ポート・論文の基礎事項や原稿用紙の使い

方を調べておく。 

事後学習 
レポートや論文の基礎事項を説明できるよ

うにする。 

第５回 
教科書『レポート・論文の書き方』の第 1章をもとに、

感想文やエッセイとレポート・論文の違いを理解する。 

事前学習 

教科書の第 1 章 pp.2~11 を読み、感想文・

エッセイ・レポート・論文の違いを調べてお

く。 

事後学習 
感想文・エッセイ・レポート・論文の違いに

ついて説明できるようにする。 



 

 

第６回 

教科書『レポート・論文の書き方』の第 2章をもとに、

テキスト批判による論文の読み方・書き方の方法を理解

する。ここでは、特に問題意識やテーマの設定の方法を

理解する。 

事前学習 
教科書の第 2章 pp.14~29を読み、テキスト

批評の仕方を調べておく。 

事後学習 
テキスト批評の仕方について説明できるよ

うにする。 

第７回 
教科書『レポート・論文の書き方』の第 3章をもとに、

論文・レポートの必要要件と構成について理解する。 

事前学習 
教科書の第 3 章 pp.32~54 を読み、レポー

ト・論文の必要要件を調べておく。 

事後学習 
レポート・論文の必要要件と構成について

説明できるようにする。 

第８回 

教科書『レポート・論文の書き方』の第 4章をもとに、

論文・レポートのテーマや課題の設定、本文の組み立て

方を理解する。 

事前学習 
教科書の第 4 章 pp.56~68 を読み、レポー

ト・論文の本文の組み立て方を調べておく。 

事後学習 
レポート・論文の組み立て方について説明

できるようにする。 

  

第９回 
レポートの構成やまとめ方について、分かりやすい表

現・正しい表現・適切な語彙・文法表現等を理解する。 

事前学習 
正しい表現・適切な語彙・文法表現等を調べ

ておく。 

事後学習 
正しい表現・適切な語彙・文法表現等を覚え

る。 

第１０回 
小論文① 実践Ⅱ 

小論文を実際に作成してみる。 

事前学習 小論文を書くテーマを探しておく。 

事後学習 
各自が作成した小論文を再度読んで修正箇

所を確認する。 

第１１回 
小論文② フィードバック 

実践Ⅱを修正する。 

事前学習 小論文の改善点を見つけておく。 

事後学習 
再読し、さらに修正を加え、成果発表の準備

をする。 

第１２回 
文章表現の成果発表～小論文を紹介しよう～ 

グループで読み合わせをして、修正箇所の検討をする。 

事前学習 成果発表の準備をしておく。 

事後学習 発表を参考にして自分の小論文を見直す。 

第１３回 
文章表現の成果発表～小論文を紹介しよう～ 

多くの友達のレポートを読み、その良さから学ぶ。 

事前学習 成果発表の準備をしておく。 

事後学習 
課題レポート（小論文）を決められた期日ま

でに文書で提出できるようにする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 7回までの講義内容を踏まえて、テキスト批評の形式でレポートを書きなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（所定の形式に沿って） 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業で発表し、添削指導・質疑応答・意見交換を行い、その後提出する。 

事後学習：カード作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：教科書『レポート・論文の書き方』の第 5章をもとに、資料の探し方、注や引用・文献の付け方を学

び、学んだこと、充分な理解が伴わなかったことについて、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（所定の形式に沿って） 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
文章表現 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1107 

２．授業担当教員 西田 太郎 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授

業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現

法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、

論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社

会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・レポート課題 

 身の回りで起きている問題や関心のある社会問題について、自分で課題（テーマ）を設定し、講義の内容

を踏まえてレポートを作成する。 

 ※レポートは2000字程度とし、第13回の授業で発表し提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

河野哲也『レポート・論文の書き方入門（第４版）』慶應義塾大学出版会、2018年 

【参考書】 

戸田山和久『新版 論文の教室-レポートから卒論まで-』NHK出版、2012年 

東方出版社編『公用文の表記 改定新版』東方出版社、2014年 

※必要に応じて、授業内でプリントを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。    

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目では、学生同士のグループ討議による学び合いを中心に授業を進めます。自分とは違う考えに出

会うことで、一人一人がより思考を深めたり広げたりしていくことを期待しています。 

授業に有意義に楽しく参加するためにも、事前学習での課題の取り組みが重要です。たくさん書いて、たく

さん読んで、自分の考えを書き言葉で効果的に表すトレーニングをしていきましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
科目のガイダンス（シラバス、授業の進め方） 

「本授業に期待すること」を文章化する。 

事前学習 
本授業に期待することについて、考えをまと

めておく。 

事後学習 
教科書 pp.5~9を読み、レポート・論文の基礎

事項をまとめる。 

第２回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第３章を基に、

論文・レポートの要件と書き進める上での注意点につい

て理解する。 

事前学習 
教科書 pp.32~39 を読み、事前学習プリント

を仕上げる。 

事後学習 
論文・レポートの要件と書く上での注意点を

整理しておく。 

第３回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第３章を基に、

論文の構成部分と順序、各部分で書く内容について理解

する。 

事前学習 
教科書 pp.40~53 を読み、事前課題プリント

を仕上げる。 

事後学習 
論文の構成(内容を含む)・順序について整理

しておく。 

第４回 
パラグラフ（段落）に関する配布資料を基に、パラグラ

フの構造について理解する。 

事前学習 
パラグラフに関する配布資料を読み、事前課

題プリントを仕上げる。 

事後学習 パラグラフの構造について、整理しておく。 

第５回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第２章を基に、

テキスト批評の仕方を理解する。また、前回の授業内容

を踏まえ、テキストの要約をする。 

事前学習 
教科書 pp.14~29 を読み、事前課題プリント

を仕上げる。 

事後学習 
テキスト批評の仕方について、整理してお

く。 



 

 

第６回 
前回の授業で要約したテキストに対する批評文を発表

し、検討する。 

事前学習 
前回の授業で要約したテキストについて、自

身の批評文を書いておく。 

事後学習 
検討の結果、文章構成において不十分であっ

た部分を確認し、修正する。 

第７回 

教科書『レポート・論文の書き方入門』の第３章及び論

証に関する配付資料を基に、論証の仕方について理解す

る。 

事前学習 
論証に関する配付資料を読み、事前課題プリ

ントを仕上げる。 

事後学習 
説得力のある論述の仕方について、整理す

る。 

第８回 
アウトラインに関する配付資料を基に、文章を構造化す

るためのアウトライン作成について理解する。 

事前学習 
アウトラインに関する配付資料を読み、事前

課題プリントを仕上げる。 

事後学習 
文章構成の骨組となるアウトライン作成の

意義について整理する。 

第９回 
表記方法に関する配付資料を基に、分かりやすい文章を

書くための表記の仕方について理解する。 

事前学習 
分かりやすい文章にするための表記の仕方

について、事前課題プリントを仕上げる。 

事後学習 
読み手に分かりやすい表記の仕方について、

整理しておく。 

第１０回 

与えられた課題について、肯定派と否定派に分かれ、自

己の立場を主張するための文章をグループ単位で作成

する。 

事前学習 
一人一人がディベート用の文章を作成して

おく。 

事後学習 
グループで検討した最終の文章と自身の文

章を比較し、不足部分を確認する。 

第１１回 
肯定派、否定派双方の文章を読み、どちらに説得力があ

るか、根拠を伴って審査する。 

事前学習 ディベート用の文章を推敲しておく。 

事後学習 
より説得力をもつ文章の書き方について、整

理しておく。 

第１２回 

前回とは異なる課題について、肯定派と否定派に分か

れ、自己の立場を主張するための文章をグループ単位で

作成する。 

事前学習 
一人一人がディベート用の文章を作成して

おく。 

事後学習 
グループで検討した最終の文章と自身の文

章を比較し、不足部分を確認する。 

第１３回 
肯定派、否定派双方の文章を読み、どちらに説得力があ

るか、根拠を伴って審査する。 

事前学習 ディベート用の文章を推敲しておく。 

事後学習 
グループで検討した最終の文章と自身の文

章を比較し、不足部分を確認する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回～第４回の講義内容から、テーマを絞りレポートにまとめなさい。 

レポート形式：所定用紙（A４打ち出し原稿可 1000字程度） 

実施時期：第４回の授業後 

提出時期：第５回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換については第８回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第１０回・第１１回の講義内容から、「立場を明確にした文章」ついてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：所定用紙（A４打ち出し原稿可 1000字程度） 

実施時期：第１１回の授業後 

提出時期：第１２回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換については第１３回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現Ⅱ（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ）（4単位） 

３．科目番号 GELA2307 

２．授業担当教員 望月 之美 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文章表現を履修してあること 

７．講義概要 

この授業は、大学生として求められるアカデミック・ライティングの実践的なスキルをトレーニングして

いくことを目的としています。 

具体的には、「問題設定」、「調査」、「文章作成」についての課題に取り組む中で、アカデミック・ライティ

ングのルールを確認していきます。その上で、受講生それぞれ（個人あるいはグループ）が、「問題設定」、

「調査、情報収集」を行ったうえで、レポートなどの適切な形にまとめていきます。 

さらに、受講生のレベルに応じて、レポート作成の基礎となる文字表記、語彙力の向上のための小テスト

も行います。 

８．学習目標 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につける。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになる。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につける。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１）学習課題に指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２）課題などを記録したノート（指定の教科書についているワークブックを使用）を提出する。 

３）授業を通して、自ら設定したテーマについてレポートを作成する。詳しい作成方法などについては、授

業中に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

福嶋健伸、橋本修、安部朋世編『大学生のための日本語表現トレーニング ドリル編』三省堂、2010年 

【参考書】 

福嶋健伸、橋本修、安部朋世編『大学生のための日本語表現トレーニング 実践編』三省堂、2009年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につけることができたか。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになったか。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につけることができたか。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来たか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 授業内課題 総合点の 40％ 

３ 提出物（レポート等） 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、アカデミック・ライティングの知識とルールを「実践」しようとする受講生それぞれの継

続的な取り組みを重視します。日頃のレポート作成や資格試験や就職試験の際に記述する活動が断然進歩す

るはずです。大学生としてのリテラシーを磨き、自分が思ったり感じたりしたことを表現することができる

のは、きっと未来の自分づくりになるはずです。 

13．オフィスアワー 初回の授業時に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
アカデミックワードと日常語・仮名遣い・

送り仮名 

事前学習 
教科書の目次・テキスト第１章・第２章を読み、この授業
を通して、何が出来るようになりたいのかを考えておく。 

事後学習 この授業での目標をノートにまとめてみる。 

第２回 レポート作成などにおける句読点 
事前学習 

テキスト第３章を読んだ上で、トレーニングシートの課題
に記入しておく。 

事後学習 今回、学んだ表現や気づいたことをノートに記入しておく。 

第３回 
四文字熟語・ことわざ・慣用句を使用した
文章 

事前学習 
テキスト第４章を読んだ上で、トレーニングシートの課題

に記入しておく。 

事後学習 
トレーニングシートの課題３をノートに記入し、第４回の
授業で提出する。 

第４回 
論文記述などにおける漢字の使い分け 
見やすい表 

事前学習 テキスト第５章・第６章を読んでおく 

事後学習 
トレーニングシートの課題に記入した議事録を見直してお

く。 

第５回 敬語の使用 
事前学習 

テキスト第７章と配付プリントを読んだ上で、トレーニン

グシートの課題１（p.15）に記入しておく。 

事後学習 トレーニングシートの課題３をノートに記入しておく。 

第６回 手紙・依頼文章の書き方・実習先礼状など 

事前学習 テキスト第８章を読んでおく。 

事後学習 
トレーニングシートの課題に取り組み第８回の授業で提出
する。 

第７回 
 インターネットを用いて調査する  
e-mailの作成とネチケット 

 

事前学習 
配付プリントの課題についての検索を行っておくこと。ま
たテキスト第８章を読んでおく。 

事後学習 課題の補足をしてプリントに記入しておく。 

第８回 あいまいな文章の修正 

事前学習 
テキスト第１０章を読んだ上で、トレーニングシートの課

題に記入しておく。 

事後学習 
トレーニングシートの課題に取り組み、ノートに記入して
おく。 



 

 

第９回 分かりやすい語順と説明の論理 

事前学習 
テキスト第１１章を読んだ上で、トレーニングシートの課
題に記入しておく。 

事後学習 
トレーニングシートの課題に取り組み、ノートに記入して

おく。 

第１０回 長い文章を分ける・長文読解の方法 

事前学習 
テキスト第１２章を読んで、長い文章を分けるということ

を学習してくる。 

事後学習 
自分の「問題設定」を、ノートに記入しておく。第１３回
の授業で提出する。 

第１１回 
文章のねじれを考える 堅実なレポート
の書き方を学ぶ 

ノート提出（２回目） 

事前学習 
テキスト第１３章を読んだ上で、トレーニングシートの課
題に記入しておく。 

事後学習 レポートの体裁の注意点を確認しておく。 

第１２回 接続表現の使い方・説明行為の進行 
事前学習 テキスト第１４章を読んでくる。 

事後学習 接続表演を適切に入れた文章に書き替えてくる。 

第１３回 結論を先に述べる 小論文を作成する 

事前学習 
テキスト第１５章についてしっかり読み、組み立てプラン

をノートに記入しておく。 

事後学習 
結論を先に記述した堅実なレポートの作成をして（文字数
１２００字越え）提出できるようにする。 

第１４回 事実と意見の違いをはっきりさせた文章 
事前学習 

第１６章をしっかり読んでくる。しようとするレポートに
ついての見直しを行う。 

事後学習 第１６章を踏まえて、課題レポートの再考を行う。 

第１５回 データの解釈を行う 
事前学習 

テキスト第１７章を読み、課題データの分析ができるよう

にしてくる。 

事後学習 今回の授業で学んだデータ解釈の方法を復習する。 

第１６回 レポートの内容と執筆スケジュール 

事前学習 
第１８章を読み、レポートの執筆スケジュールを、自分の
課題として考えてくる。 

事後学習 
手書きの書式とパソコンを使用した書式の違いなどを自分

で復習する。 

第１７回 文献の検索・図書館・インターネット 

事前学習 

第１９章をしっかり読み、文献の検索や図書館やインター

ネットを使った検索方法とそれを使っての記述のルールを
つかむ。 

事後学習 
文献の検索や図書館やインターネットを使った検索方法と

それを使っての記述のルールをつかむ。 

第１８回 
調査課題の設定・アンケート依頼文・フェ
イズシート・設問 

事前学習 第２０章を読み、調査課題の設定の仕方を考えてくる。 

事後学習 
グループで、依頼文フェイスシート・設問を考えて調査を
実施する。 

第１９回 レポートの構成・注・参考文献の記述 
事前学習 第２１章２２章・２３章を読んでくる。 

事後学習 注・参考文献の記述方法など完全にマスターする。 

第２０回 体裁・書式 
事前学習 第２４章を読んで参加する。 

事後学習 直近に書いたレポートの下書きなどを見て直してみる。 

第２１回 レポート課題とレポートを書く順序 
事前学習 第２５勝を読んでくる。 

事後学習 適切なレポートの書き方を完全にマスターする。 

第２２回 先行研究の活用の仕方 

事前学習 第２６章を読んで参加する。 

事後学習 
先行研究を引用したり、内容を確認に使ったりする方法を
学ぶ。 

第２３回 調査の概要・調査結果と考察の記述 
事前学習 

グループで実施したアンケート調査を分析・集約してくる
第２０回の資料を使用。 

事後学習 グループで行った調査結果を学んだ方法でまとめる。 

第２４回 結論と今後の課題・そして「はじめに」へ 
事前学習 テキスト第２９章・３０章を読んで参加する。 

事後学習 トレーニングシートの課題に記入しておく。 

第２５回 ディベート根拠のある立論 
事前学習 

配付資料に基づいて何をテーマにディベートをするかを考

えてくる。 

事後学習 グループごとにディベートのシナリオを完成させてくる。 

第２６回 ディベート根拠のある反駁 
事前学習 反駁の方法について配付資料を読んでくる。 

事後学習 グループごとに反駁の入っているシナリオを書く。 

第２７回 エントリーシートの書き方 

事前学習 
配付資料を参考に、自分自身の興味関心でのエントリー先
を考えてくる。 

事後学習 
エントリーシートを完成させて提出できるようにしてく

る。 

第２８回 
これまでの内容の振り返り、最終レポート
提出 

事前学習 
この授業の内容を振り返り、出来るようになったことを考

えておく。 

事後学習 これからの目標をノートに記入しておく。 

課題研究

１ 

課題研究第１回・２回の講義内容を踏まえて、「学術論文」の特徴をつかみ、アカデミックワードにすべてアンダーラ

インを引き、日常の文章などとの違いについてレポートを作成する。 

レポートの形式  指定用紙を配布する（１０００文字程度） 

レポートの提出期限第３回の講義の開始時 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換などを講義の中で行う 

事後指導 その後の作成文章の中で生かすことができるように添削指導の内容などを復習する。 

課題研究

２ 

課題研究第１０回から第１２回までに学習したことについての応用的な設問をプリントして渡すので、解いて提出す

る。 

実施時期 第１２回の講義終了時 

提出期限 第１３回の講義開始時 

返却については通年授業であるので、秋期の開始時に返却する。 



 

 

事後指導 その後の作成文章の中で生かすことができるように添削指導内容などを復習する。 

削除ではあるが、内容は組み替えて実施する。 



 

 

１．科目名（単位

数） 
文章表現Ⅲ（口頭発表表現） （4 単位） 

３．科目番号 GELA3307 

２．授業担当教員 望月 之美 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文章表現Ⅱをすでに受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

この授業では、自己紹介、自分の身近な問題から受講生がまとめたレポートなどの成果に至るまで、効果

的にスピーチやプレゼンテーションをするための口頭表現を学び、実践的な情報発信力、コミュニケーショ

ン能力を養うためのトレーニングを進めていきます。 

具体的には、自分の発表を聞き手に伝えるためには、どのような発表の「型」を取ることが適切なのか、

発表資料や原稿の準備と発表を通して、実践的に訓練していきます。作成した発表資料などについては、ペ

アワーク、グループディスカッションを通して、受講生同士で検討していきます。その中で、発表に対する

適切なコメントの仕方も練習していきます。 

また、受講生のレベルに応じて、口頭表現の基礎となる日本語運用能力向上のための小テストも行います。 

８．学習目標 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになる。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになる。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになる。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようにする。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることが出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題を指す。 

○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートの提出等を指す。 

○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション等の発表原稿（もしくはポスタ

ー、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出する。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表を指す。 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書：野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日本

語表現力アップ』ひつじ書房、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになったか。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになったか。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになったか。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようになったか。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることができるようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験(小テスト、口頭発表試験等) 総合点の 40％ 

３ 提出課題 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1) 授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題に取り組むこと。 
2) 授業で扱ったすべてのプリントは無くさないようにし、ファイルにまとめておくこと。 

3) 携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 
4) わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 
5) どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

6) 受講者や授業の進行状況によりシラバスの進行を変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明 
事前学習 

教科書の目次とはじめに（pp.ⅳ-ⅷ）を読み、

大切だと思うところと疑問に思うところに

線を引いておく。 

事後学習 シラバスの内容をよく確認しておく。 

第２回 
第 1 課「イントロダクション」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4・課題 5 (pp.2-5) 

事前学習 
pp.2-5 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

～課題 5 をまとめておく。 

第３回 
第 2 課「表現の基礎（1）－表記と言葉づかい－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.10-14） 

事前学習 
pp.10-14 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第４回 
第 2 課「表現の基礎（1）－表記と言葉づかい－」 

課題 4・課題 5（pp.14-17） 

事前学習 
pp.14-17 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第５回 
第 3 課「情報を整理して示す－メモやメニュー－」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4（pp.18-21） 

事前学習 
pp.18-21 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3・課題 4 をまとめておく。 



 

 

第６回 
第 3 課「情報を整理して示す－メモやメニュー－」 

課題 5・課題 6・課題 7（pp.22-25） 

事前学習 
pp.22-25 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 5・

課題 6・課題 7 をまとめておく。 

第７回 
第 4 課「情報を確実に伝える－注意書き－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.26-28） 

事前学習 
pp.26-28 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第８回 
第 4 課「情報を確実に伝える－注意書き－」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.29-31） 

事前学習 
pp.29-31 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5・課題 6 をまとめておく。 

第９回 

第 5 課「情報を正確に伝える－連絡・案内のメールな

ど－」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4（pp.32-35） 

事前学習 
pp.32-35 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3・課題 4 をまとめておく。 

第１０回 

第 5 課「情報を正確に伝える－連絡・案内のメールな

ど－」 

課題 5・課題 6・課題 7（pp.36-37） 

事前学習 
pp.36-37 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 5・

課題 6・課題 7 をまとめておく。 

第１１回 
第 6 章「表現の基礎（2）－読みやすい文を書く－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.40-42） 

事前学習 
pp.40-42 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第１２回 
第 6 章「表現の基礎（2）－読みやすい文を書く－」 

課題 4・課題 5（pp.42-45） 

事前学習 
pp.42-45 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第１３回 
第 7 章「相手に合わせて表現する」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4・課題 5（pp.46-49） 

事前学習 
pp.46-49 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

～課題 5 をまとめておく。 

第１４回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.52-54） 

事前学習 
pp.52-54 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第１５回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.55-57） 

事前学習 
pp.55-57 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5・課題 6 をまとめておく。 

第１６回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 7・課題 8（pp.58-59） 

事前学習 
pp.58-59 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 7・
課題 8 をまとめておく。 

第１７回 
第 9 章「丁寧に伝える－手紙の書き方－」 

課題 1・課題 2（pp.60-63） 

事前学習 
pp.60-63 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2 をまとめておく。 

第１８回 
第 9 章「丁寧に伝える－手紙の書き方－」 

課題 3・課題 4（pp.63-66） 

事前学習 
pp.63-66 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・

課題 4 をまとめておく。 

第１９回 

第 10 章「表現の基礎（3）－わかりやすい文章を書く
－」 

課題 1・課題 2（pp.70-71） 

事前学習 
pp.70-71 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2 をまとめておく。 

第２０回 

第 10 章「表現の基礎（3）－わかりやすい文章を書く
－」 

課題 3・課題 4（pp.72-73） 

事前学習 
pp.72-73 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・
課題 4 をまとめておく。 

第２１回 
第 12 課「企画をアピールする」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.80-85） 

事前学習 
pp.80-85 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第２２回 
第 12 課「企画をアピールする」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.86-89） 

事前学習 
pp.86-89 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・
課題 5・課題 6 をまとめておく。 

  



 

 

第２３回 
第 13 課「自分を表現する－自己 PR 基礎編－」 

課題 1・課題 2（pp.90-94） 

事前学習 
pp.90-94 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・

課題 2 をまとめておく。 

第２４回 
第 13 課「自分を表現する－自己 PR 基礎編－」 

課題 3・課題 4（pp.95-97） 

事前学習 
pp.95-97 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3・
課題 4 をまとめておく。 

第２５回 
第 22 課「自分を表現する－自己 PR 発展編－」 

課題 1・課題 2 ・課題 3 (pp.146-150) 

事前学習 
pp. 146-150 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1・
課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第２６回 
第 22 課「自分を表現する－自己 PR 発展編－」 

課題 4 ・課題 5 (p.151) 

事前学習 
p. 151 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 4・

課題 5 をまとめておく。 

第２７回 自己 PR の発表① 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
フィードバックを受けて自己 PR を再考す

る。 

第２８回 自己 PR の発表②、授業のまとめ 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
フィードバックを受けて自己 PR を再考す

る。 

課題研究

１ 

課題：第 2 回授業で学んだことを復習し、「自己紹介のための自己分析」(pp.6-8)の 6 つの問いを含めた 1 分程度の自

己紹介文を作成する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（p.6 の 6 つの問いの答えをすべて含める。） 

提出期限：第 3 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

課題研究

２ 

課題：第 7 章「相手に合わせて表現する」（pp.46-51）を熟読し、pp.50-51 の課題 6・課題 7 に関するレポートを作成

する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（課題 6・課題 7 合わせて 1000 字程度） 

提出期限：第 14 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現Ⅲ（口頭発表表現） （4単位） 

３．科目番号 GELA3307 

２．授業担当教員 藤原 寿幸 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、自己紹介、自分の身近な問題から受講生がまとめたレポートなどの成果に至るまで、効果

的にスピーチやプレゼンテーションをするための口頭表現を学び、実践的な情報発信力、コミュニケーショ

ン能力を養うためのトレーニングを進めていきます。 

具体的には、自分の発表を聞き手に伝えるためには、どのような発表の「型」を取ることが適切なのか、

発表資料や原稿の準備と発表を通して、実践的に訓練していきます。作成した発表資料などについては、ペ

アワーク、グループディスカッションを通して、受講生同士で検討していきます。その中で、発表に対する

適切なコメントの仕方も練習していきます。 

また、受講生のレベルに応じて、口頭表現の基礎となる日本語運用能力向上のための小テストも行います。 

８．学習目標 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになる。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになる。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになる。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようにする。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることが出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題です。 

○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートです。 

○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション１，２は発表原稿（もしくはス

ポスター、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出します。 

○自己PRスピーチの詳細は教科書１のp.18を参照すること。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表をします。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

１．大島弥生、大場理恵子、岩田夏穂、池田玲子著 

『ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション』ひつじ書房、2012年。 

２．三浦香苗、岡澤孝雄、深澤のぞみ、ヒルマン小林恭子著 

『アカデミックプレゼンテーション入門』ひつじ書房、2006年。 

【参考書】 

中野美香著『大学生からのプレゼンテーション入門』ナカニシヤ出版、2012年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになったか。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになったか。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになったか。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようになったか。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることができるようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験(小テスト、口頭発表試験等) 総合点の 40％ 

３ 提出課題 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題は行うこと。 

2．授業で扱ったすべてのプリントはなくさないようにファイルにまとめておくこと。 

3. 携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 

4. 私語は授業中は決してしないこと。 

5. わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 

6. どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

7. 授業内容におけるページ番号は第１回から１５回までは教科書１、１６回以降は教科書２に該当する。 

8. 授業の進行状況によりシラバスの進行が変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 シラバスの説明 

事前学習 
教科書の目次と ii～x までを読み大切だと思うと

ころと疑問に思うところに線を引いておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながらシラバスの重

要点をノートにまとめる 

第２回 オリエンテーション(pp.2-７) 

事前学習 

教科書の pp.2-7を読み教科書のワークシート１課

のプレタスク、タスク１・２を完了する。また p.7

の日本語エクササイズの答えも教科書に記入して

おく。 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.2-7の重要

点をまとめておく 

第３回 自己 PR①自分を伝える(pp.8-13) 事前学習 
pp.8-13を読み教科書の重要点に線を引き、ワーク

シート 2 課のプレタスク、タスク１を完了する。



 

 

また日本語エクササイズ提出用シート２課を完了

しておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.8-13 の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく 

第４回 自己 PR②情報を整理する(pp.14-19) 

事前学習 

pp.14-19 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 3課のプレタスク、タスク１を完了する。

また日本語エクササイズ提出用シート 3 課を完了

しておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.14-19の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく 

第５回 自己 PR③スピーチの準備をする(pp.20-25) 

事前学習 

pp.20-25 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 4 課のプレタスクを完了する。また日本

語エクササイズ提出用シート 4課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら pp.20-25の重

要点、特に自己 PRスピーチに関する口頭表現をま

とめておく 

第６回 
自己 PR④スピーチをする(pp.26-29)：自己 PRスピ

ーチ 

事前学習 自己 PRスピーチを何も見ずに話せるまで練習する 

事後学習 

pp.26-29 を読み重要点に線を引く。またワークシ

ート５課を使用しながら自己 PRスピーチを振り返

り、良かったところと今後の改善点をノートにま

とめておく 

第７回 
自己 PR⑤志望動機書・学習（研究）計画書を読み

合う(pp.30-37) 

事前学習 

pp.30-37 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 6課のプレタスクとタスク１を完了する。

また日本語エクササイズ提出用シート 6 課を完了

しておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.30-37の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく。 

第８回 ブック・トーク ①情報を探す(pp.40-45) 

事前学習 

pp.40-45 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 7課のプレタスクとタスク１を完了する。

また日本語エクササイズ提出用シート 7 課を完了

しておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.40-45の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく 

第９回 
ブ ッ ク・ トー ク  ② 情報 を読 ん で伝 え る

(pp.46-51) 

事前学習 

pp.46-51 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 8 課①のプレタスクを完了する。また日

本語エクササイズ提出用シート 8 課を完了してお

く 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.46-51の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく 

第１０回 
ブック・トーク③詳しいブック・トークをもとに

アウトラインを書く(pp.52-59) 

事前学習 

pp.52-59 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 9 課のプレタスクとタスク１・２を完了

する。また日本語エクササイズ提出用シート 9 課

を完了しておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.52-59の重

要点、特に役に立つ口頭発表表現をまとめておく 

第１１回 
ブック・トーク④ポスター発表を準備する

(pp.60-65) 

事前学習 

pp.60-65 を読み教科書の重要点に線を引き、ワー

クシート 10課のプレタスクを完了し発表用ポスタ

ーのレイアウトを考えてくる。また日本語エクサ

サイズ提出用シート 10課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら pp.52-59の重

要点、特に次週のポスター発表をするうえで役に

立つ口頭発表表現をまとめておく 

第１２回 
ブック・トーク⑤発表する：ポスター発表

(pp.66-71) 

事前学習 

ポスター発表での自分のパートについて何も見ず

に話せるまで練習する。pp.66-71 を読み重要点に

線を引き、グループ全体での時間管理や役割分担

を p.66のプレタスクで確認しておく。可能であれ

ばグループで事前練習を実施する 

事後学習 
ワークシート１１課を完了し、自分のグループ発

表と他のグループ発表について振り返る 

第１３回 今までの口頭発表表現のまとめ、小テスト１ 

事前学習 
今まで学んだ口頭発表表現一覧を作成し、小テス

トに備える。 

事後学習 

自分の作成した口頭発表表現一覧を必要に応じ加

筆しまとめ直す。特に小テストでできなかった口

頭発表表現はマークし何度も繰り返し覚える 



 

 

第１４回 
スライドを使ったプレゼンテーションの概要説明

(pp.2-11) 

事前学習 

教科書２の概要とプレゼンテーションの概要につ

いて pp.2-11 を読み、重要点に線を引く。スライ

ドを使用したプレゼンテーションの特徴について

自分なりに考えてくる 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.2-11 の重
要点をまとめ直す 

第１５回 プレゼンテーションに必要な表現①(pp.12-31) 

事前学習 

pp.12-31 を読み重要点に線を引き教科書の練習問

題を完了する。プレゼンテーションの流れと関連

の表現と数字や図表の説明に必要な表現をノート

にまとめておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら pp.12-31の重

要点をまとめ直す。学習した口頭発表表現を覚え
る 

第１６回 プレゼンテーションに必要な表現②(pp.32-45) 

事前学習 

pp.32-45 を読み重要点に線を引き教科書の練習問

題を完了する。比較、引用、接続の表現と指示の

ことばをノートにまとめておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら pp.32-45の重

要点をまとめ直す。学習した口頭発表表現を覚え
る 

第１７回 スライドの作成法(pp.47-54) 

事前学習 
pp.47-54 を読み重要点に線を引きスライドの作成

法をノートにまとめる 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら pp.47-54の重

要点をまとめ直す 

第１８回 
プレゼンテーションにおける話し方と態度

(pp.212-218) 

事前学習 
pp.212-218 を読み重要点に線を引き「発音練習

１・２・３」を行う 

事後学習 
プレゼンテーションにおける話し方と態度で実践

する上で難しいと思う点をノートにまとめる 

第１９回 プレゼンテーション１の準備(pp.56-63) 

事前学習 

pp.56-63 を読み重要点に線を引き、教科書の練習

問題と p.63を完了しプレゼンテーション１の準備

をする 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら学習した口頭
表現をノートにまとめる。プレゼンテーション１
のスライド作成をはじめる 

第２０回 
プレゼンテーション１の実例検討会(pp.64-70)、

発表のリハーサル(pp.219-222) 

事前学習 

pp.64-70 を読みプレゼンテーション１の実例から

参考になる点をノートにまとめておく。p.221を見

ながら発表の注意点を確認する 

事後学習 
プレゼンテーション１の実例検討会ででたプレゼ
ンテーションの注意点についてノートにまとめ直

す。参考になった口頭表現もノートに書いておく 

第２１回 プレゼンテーション１:私の国や町 

事前学習 
プレゼンテーション１がスムーズにできるよう準

備する。p.221を参考に発表の最終確認をする 

事後学習 
プレゼンテーション１の良かった点と改善点を自
分なりに考えノートに書いておく 

第２２回 プレゼンテーション１の振り返り 

事前学習 
上手なプレゼンテーションの話し方とスライドの

使用法の特徴を考えノートに書いておく 

事後学習 
先生や友達からもらったコメント(p.222)からわ
かった自分の話し方とスライドの使い方の良いと
ころと改善点をノートにまとめる 

第２３回 プレゼンテーション２の準備(pp.71-80) 

事前学習 

pp.71-80 を読み重要点に線を引き、教科書の練習

問題と p.80を完了しプレゼンテーション 2の準備

をする。 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら学習した口頭
表現をノートにまとめる。プレゼンテーション 2

のスライド作成をはじめる。 

第２４回 
プレゼンテーション２の実例検討会(pp.81-89)、

発表のリハーサル 

事前学習 

pp.81-89 を読みプレゼンテーション 2 の実例から

参考になる点をノートにまとめておく。p.221とプ

レゼンテーション１の振り返りから発表の注意点

と自分の課題を再確認する 

事後学習 

プレゼンテーション２の実例検討会で出たプレゼ
ンテーションの注意点についてノートにまとめ
る。発表のリハーサルで気づいた点もノートに書

いておく 

第２５回 プレゼンテーション２:私の専門 

事前学習 

プレゼンテーション 2 がスムーズにできるよう準

備する。p.221とプレゼンテーション１の振り返り

を参考に発表の最終確認をする 

事後学習 
プレゼンテーション 2 の良かった点と改善点を自

分なりに考えノートに書いておく 



 

 

第２６回 プレゼンテーション２の振り返り 

事前学習 
上手なプレゼンテーションの話し方とスライドの

使用法の特徴を考えノートに書いておく。 

事後学習 

先生や友達からもらったコメント(p.222)からわ

かった自分の話し方とスライドの使い方で改善で
きた点と今後の更なる改善点をノートにまとめ
る。 

第２７回 
スライドを使用した口頭発表表現のまとめ、小テ

スト２ 

事前学習 
スライドを使用した口頭表現一覧を作成し、小テ

ストに備える。 

事後学習 
自分の作成した口頭発表表現一覧を必要に応じ加
筆しまとめ直す。特に小テストでできなかった口
頭発表表現はマークし何度も繰り返し覚える 

第２８回 
今まで学んだ口頭発表表現の確認と口頭発表表現

の向上に向けた総まとめ 

事前学習 

今まで学んだ口頭発表表現一覧を見直す。４回の

口頭発表で学んだ上手な口頭発表の特徴をまとめ

る。 

事後学習 
クラス討論から出てきた重要な口頭発表表現と上
手な口頭発表のための留意点の総まとめをする。 

課題研究

１ 

自己 PRスピーチの振り返りをする。（効果的なスピーチについて） 

レポート形式：A4用紙 1枚（1100字程度） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、レポートの内容を交流する。詳細については第 6回の講義において説明する。 

事後学習：レポート作成と交流を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

ポスター発表の振り返りをする。（効果的なポスター発表について） 

レポート形式：A4用紙 1枚（1100字程度） 

実施時期：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限：第 14回の授業開始時に提出する。 

     提出後、レポートの内容を交流する。詳細については第 14回の講義において説明する。 

事後学習：レポート作成と交流を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育カリキュラム論／保育・教育課程論 （2単位） 

３．科目番号 

SSOT3404 

SCOT3404 

SJMP3134 ２．授業担当教員 関口 はつ江 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育所保育、幼稚園教育の目的と方法の基本を確認し、保育課程・教育課程の意義を示し、その編成の仕方

を実際の子どもの発達、生活に照らしながら理解するようにする。保育は子どもの自発的な興味関心や個人
差に応じて実践することを踏まえ、保育・教育課程と指導計画との質的差異を理解し、保育者の教育的意図
を子どもの主体的な生活の中にどう反映したらよいかが具体的に分るように、実例によって示す。さらに、

実践においては子どもの実態に対応しながら計画の修正をどのようにするか、一日の保育の評価反省をど
うするかを扱いながら、保育における計画性と偶発性の双方の意味の理解を深める。ボトムアップによる計
画作成の方法を長期指導計画と短期指導計画との関連から理解するようにする。以上を通して、保育所保育

指針、幼稚園教育要領等に示されている保育課程・教育課程、指導計画の考え方を正しく理解し、実践に結
びつける力を養う。  

８．学習目標 

１カリキュラムについての基礎的理解ができるようになる。 
２保育における計画―実践―評価（反省）の関係を理解できるようになる。 
３保育課程、教育課程と指導計画との関係、および長期指導計画と短期指導計画の関係を理解し、実践に結
びつけることが出来るようになる。 

４長期指導計画、短期指導計画の立て方が分かり、一日の指導計画を作成する。 
５保育実践の反省の仕方がわかり、計画の修正への過程を理解できるようになる。 
６子どもの発達の把握と指導要録、保育児童要録の意義と書き方を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業内容に関して、毎回ワークシートを作成します。提出日は指示します。 
レポート課題 
１．長期指導計画モデルから短期指導計画の作成 
２．実践例についての考察と次の計画への活かし方についてのレポート 

３．指導計画の形式について調べ、長所短所を考察する 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
資料配布 
【参考書】 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
関口はつ江編著『保育の基本を培う保育原理』萌文書林。 

幼稚園教育要領、幼稚園教育要領解（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 

（平成 29 年 3 月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
１保育、教育課程の目的内容及び、保育計画、指導計画の必要性を理解する。 
２長期の指導計画、短期の指導計画の作成法と両者の関係を理解する。 
３保育所、幼稚園の園行事や日常の指導計画の手続きを理解することができる。 
４実際に短期指導計画を作成できる。 

○評定の方法 

授業への参加度３０％、小レポート・中間課題３０％、期末レポート課題４０％として総合的に判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

保育士必修科目であり、授業中のマナー、意欲、教育者（保育者）としての考え方などを大切にしたいと思

います。保育の計画は子どもの生活に根ざしています。自然環境、伝統行事などへの関心も深めましょう。 

13．オフィスアワー 後日提示します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 保育・教育におけるカリキュラムの必要性 
事前学習 

保育所保育指針・幼稚園教育要領における教育課程の
考え方復習 

事後学習 子どもの生活とカリキュラムの関係の確認 

第２回 
保育所保育指針・幼稚園教育における計画の
考え方 

事前学習 
多様なカリキュラムの考え方があることについて資
料で予習 

事後学習 教育要領、保育指針と教育課程意との関連を理解する 

第３回 
小学校教育に教育課程教育方法と幼児教育・
保育における教育課程。保育方法 

事前学習 小学校教育と幼児期の保育との異同の理解 

事後学習 教育の系統性と生活性の確認 

第４回 
保育内容と保育・教育課程、保育・教育課程の
編成の仕方 

事前学習 「保育内容」と教科の違いについての予習 

事後学習 保育・教育課程の作成形式と内容の復習（事例の考察） 

第５回 
保育・教育課程から長期指導計画の作成（年間
計画と月案） 

事前学習 事例から長期指導計画例の目的内容の予習 

事後学習 
保育・教育課程と長期指導計画との違い、計画の実行
性を確認 

第６回 長期指導計画から短期指導計画の作成（週案） 
事前学習 事例から短期指導計画の目的内容を確認する 

事後学習 
長期と短期の指導計画の違いの復習。短期計画の具体
性を理解 

第７回 計画と実践との関係（月の保育の例を通して） 
事前学習 行事を例にして長期計画と実践の関係について予習 

事後学習 計画の修正の仕方を確認 

第８回 計画と実践との関係（1日の保育を通して） 
事前学習 短期計画と実践の関係を遊びの事例で予習 

事後学習 週案から日案作成（課題） 

第９回 
保育の評価・反省の仕方 
（子どもの経験から、保育の目標から、保育者
の指導法等から） 

事前学習 保育の評価・反省のしかたについて教科書で予習 

事後学習 事例からの反省（課題） 



 

 

第１０回 
計画－実践―反省―計画 のサイクル（反省
の活かし方）。カリキュラムの評価、改善の意
義理解 

事前学習 記録、反省、計画の関連を教科書で予習 

事後学習 事例からの演習 

第１１回 
カリキュラムの振り返りと幼児指導要録、保
育所児童保育要録の意義と書き方 

事前学習 指導要録、児童保育要録の目的内容形式の確認 

事後学習 指導要領の書き方の事例評価 

第１２回 
カリキュラムの基本に基づいて、事例または
課題による指導案作成例の発表・討論 

事前学習 指導案作成 

事後学習 指導案修正 

第１３回 
まとめ（保育における計画と実践、幼小連携等
からのカリキュラム・マネジメントの重要性
の確認） 

事前学習 
子どもの実態と保育のねらい、目標との関係について
の考え方をまとめる 

事後学習 保育におけるカリキュラムの意味をまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：日案の作成。（第６回に示した週案の１日を選択して日案を作成する。保育のねらい、子どもの活動、

配慮点など記入） 

レポート形式：日案の形式（B４ １枚に記入） 

実施時期：第６回授業時に記入用紙配布 

提出期限：第８回授業時に持参。授業時の指導、意見交換等により加筆訂正、授業終了後に提出。後日添削評価をして

返却 

事後学習：日案作成時の要点をまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：教材・活動研究。（配布された資料から、２分野を選択し、ねらいに対応した活動例を考える。記入用

紙配布。） 

レポート形式：活動例記入用紙を配布（A4 ２枚） 

実施時期：第１０回授業時に記入用紙配布。 

提出期限：第１２回授業後提出（第１２回授業時の討論材料とする） 添削、評価後後日返却 

事後学習：活動例の交換等によって得た子どもの状態、活動のねらいに即した活動材料の多様な展開の仕方をまとめる。 

期末試験 
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１．科目名（単位

数） 
保育キャリア応用演習 （2 単位）再履修用 

３．科目番号 
GECD2106 

GECD2416 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 
オムニバス形式で内容ごとに担当の先生が入れ替わり、演習を中心

として行います。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習を受講していること。 

７．講義概要 
保育者や社会に出て生かすことができる基礎的な教養を身に着ける 

８．学習目標 専門職者としての教養問題の理解と習熟を図る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

４教養問題の予習と復習（わからなかったものはわかるまで質問等する。） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用教養試験』一ツ橋書店 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規" 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準  

  

授業への参加態度  

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

前年の単位取得ができなかった学生用の講座であるので、基本的には（4 単位）のキャリア応用演習を選択

すること。またこれでは十分でないので、自主講座に参加することが望ましい。 

13．オフィスアワー 授業の中で提示する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

教養基礎 数的推理１０（予想問題１４～１

７）  

教養試験 pp84～87 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第２回 
教養基礎 判断推理１（論理の問題） 

教養試験 pp88～89 98 112～113 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第３回 
教養基礎 判断推理２（集合の問題）  

教養試験 pp107 118～119 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第４回 
教養基礎 判断推理３（暗号、道順の問題）  

教養試験 pp90 112～113 118～119 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第５回 
教養基礎 判断推理４（推論の問題）  

教養試験 pp91 103～104 114～115 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第６回 
教養基礎 判断推理５（位置の問題）  

教養試験 pp92～93 100 116～117 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第７回 

教養基礎 判断推理６（順序の問題）  

教養試験 pp94 102～103 114～115 120～

121 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第８回 
教養基礎 判断推理７（平面の問題）  

教養試験 pp94～95 105 109 120～121 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第９回 
教養基礎 判断推理８（空間の問題）  

教養試験 pp95 106 108 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 
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第１０回 
教養基礎 判断推理９（展開の問題）  

教養試験 pp96～97 110～111 122～123 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１１回 
教養基礎 資料解釈１ （基本問題１～３）   

教養試験 pp124～127 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１２回 
教養基礎 資料解釈２ （練習問題１～３） 

教養試験 pp128～132 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１３回 

教養基礎 資料解釈３ （練習問題 4）（予

想問題１・２） 

教養試験 pp132～137 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

課題研究

１ 

教養基礎 判断推理について別紙模擬試験問題を配布するので、配布用紙に思考プロセスもすべて記入して提出。 

実施時期  第１０回の講義終了時 

提出時期  第１１回の講義開始時 

添削指導の後返却 

事後指導  添削指導の結果をよく復習し、同類の問題への備えにできるように復習する。 

課題研究

２ 

教養基礎 資料解釈について別紙模擬試験問題を配布するので、配布用紙に思考プロセスもすべて記入して提出。 

実施時期  第１２回の講義終了時 

提出時期  第１３回の講義開始時 

添削指導の後返却 

事後指導  添削指導の結果をよく復習し、同類の問題への備えにできるように復習する。 
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１．科目名（単位

数） 
保育キャリア応用演習 （4 単位） 

３．科目番号 
GECD2106 

GECD2416 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 
オムニバス形式で内容ごとに担当の先生が入れ替わり、演習を中心

として行います。 
５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習を受講していること。 

７．講義概要 

保育者として必要な専門科目を十分に理解し、効果的に学習を進めるための知識・技能の基礎力を身につ

けることを目的とする。第１に文章表現力を養う。第２にコミュニケーション能力を向上させる。第３に

基本学力を習得し次にあげる学習の習熟ができるようにする。１．実習に必要な文章力を身につける。 ２．

自分を表現する能力を身につける。 ３．専門科目の学習の準備としての論理的思考力を身につける。 ４．

保育に必要な教材制作ができる。５保育の実際を見学し子どもと保育者の生活を知る  

８．学習目標 

１、幼児教育の専門的基礎技能の習得をする。  

２、幼児教育に携わる人間として、専門性を醸成していく生活態度を身に着ける。 

３、実践的な活動の理解と習熟を図る。 

４、専門職者としての教養問題の理解と習熟を図る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１実技指導の中の教材作成 

２現場見学レポート作成 

３保育実践学習の成果のレポート 

４教養問題の予習と復習（わからなかったものはわかるまで質問等する。） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用教養試験』一ツ橋書店 

     24 回から 30回の実技についてはその都度配布物などで対応する。 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規" 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準  

 ・教材を製作しその活用について考えられたか 

 ・保育の実際について理解ができたか 

 ・保育見学において乳幼児や保育の場に親しみをもち適切に学習ができたか 

 ・キャリア形成のために必要な一般的な知識及び思考力を身に付けられたか。 

○評価の方法 

"使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学で習得した知識や理論を教育の現実に適用する方法や意味を知ると共に、実践的な能力を磨くことが

できるように実技に関する力を身に着けることができます。加えて、保育職についての使命感を高 め、自

己の能力・適性について自覚するとともに、新しい課題を発見し、卒後の学びに反映させる態度等を養う

ことができるようにします。実習などの実践力を身に着けて、新たな課題を自主的に探究したいと思う契

機になると思います。 

13．オフィスアワー 各担当教員の研究室に掲示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
教養基礎 判断推理１（論理の問題） 

教養試験 pp88～89 98 112～113 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第２回 
教養基礎 判断推理２（集合の問題）  

教養試験 pp107 118～119 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第３回 
教養基礎 判断推理３（暗号、道順の問題）  

教養試験 pp90 112～113 118～119 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第４回 
教養基礎 判断推理４（推論の問題）  

教養試験 pp91 103～104 114～115 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第５回 
教養基礎 判断推理５（位置の問題）  

教養試験 pp92～93 100 116～117 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第６回 教養基礎 判断推理６（順序の問題）  事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 
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教養試験 pp94 102～103 114～115 120～

121 
事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第７回 
教養基礎 判断推理７（平面の問題）  

教養試験 pp94～95 105 109 120～121 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第８回 
教養基礎 判断推理９（展開の問題）  

教養試験 pp96～97 110～111 122～123 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第９回 
教養基礎 判断推理１０（勝敗の問題）  

教養試験 pp98～99 101～102 116～117 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１０回 
教養基礎 資料解釈１ （基本問題１～３）   

教養試験 pp124～127 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１１回 
教養基礎 資料解釈２ （練習問題１～３） 

教養試験 pp128～132 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１２回 

教養基礎 資料解釈３ （練習問題 4）（予

想問題１・２） 

教養試験 pp132～137 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１３回 
教養基礎 資料解釈４  （予想問題３・４） 

教養試験 pp138～141） 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をする 

事後学習 講義で扱った例題を解き、その解法などに習熟する 

第１４回 
教養基礎 社会科学 政治 

教養試験 pp142～147 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をするこ 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１５回 
教養基礎 社会科学 政治 

教養試験 pp148～153 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をするこ 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１６回 
教養基礎 社会科学  経済 

教養試験 pp154～159 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をするこ 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１７回 
教養基礎  社会科学  経済 

教養試験 pp160～165 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をするこ 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１８回 
教養基礎 社会科学  社会 

教養試験 pp166～171 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をするこ 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第１９回 
教養基礎 社会科学  社会 

教養試験 pp172～175 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をするこ 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第２０回 
教養基礎 人文科学 思想 

教養試験 pp176～181 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をするこ 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第２１回 
教養基礎 人文科学 日本史 

教養試験 pp182～187 

事前学習 事前に配布指定された問題を読んで予習をするこ 

事後学習 触れた内容について記憶し、復習をする。 

第２２回 
実習などのマナー・準備などの対応 

見学実習への準備 

事前学習 １年次開講保育専門科目の概要を復習 

事後学習 実践に向けて必要な学びの理解 
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第２３回 実技習得 保育教材研究 

事前学習 保育現場からの学び方を予習する 

事後学習 見学も目的を自覚し、見学先を決める 

第２４回 実技習得 手作り遊具 

事前学習 子どもの生活と遊具の役割を考える 

事後学習 授業で学習したことを実習する（遊具） 

第２５回 
実技習得 パペット、エプロンシアター等

（外部講師） 

事前学習 色々なパペットを調べる 

事後学習 授業で学習したことを実習する（パペット） 

第２６回 実技習得 紙芝居、絵本等 

事前学習 保育の中の児童文材を調べる 

事後学習 授業で学習したことの実習（エプロンシアターなど） 

第２７回 乳幼児への対応の基礎 

事前学習 乳幼児と大人の関係を考える 

事後学習 保育における愛情、愛着の重要性を理解する 

第２８回 実習録などの語彙集と気づきの記録など 

事前学習 見学レポート作成発表の準備、 

事後学習 事後指導後の自己課題のまとめ 

課題研究

１ 

教養基礎 数的推理について別紙模擬試験問題を配布するので、配布用紙に思考プロセスもすべて記入して提出。 

実施時期  第１回の講義終了時 

提出時期  第２回の講義開始時 

添削指導の後返却 

事後指導  添削指導の結果をよく復習し、同類の問題への備えにできるように復習する。 

課題研究

２ 

教養基礎 判断推理について別紙模擬試験問題を配布するので、配布用紙に思考プロセスもすべて記入して提出。 

実施時期  第９回の講義終了時 

提出時期  第１０回の講義開始時 

添削指導の後返却 

事後指導  添削指導の結果をよく復習し、同類の問題への備えにできるように復習する。 

 



伊勢崎キャンパス 

 

 

１．科目名（単位

数） 
保育キャリア基礎演習 （2 単位） 

３．科目番

号 

GECD1106 

GECD1416 

 ２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 担当の先生が、演習を中心として行います 
５．開講学

期 
通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育児童学部への入学生は、全員履修すること 

７．講義概要 

大学で新たに学ぶ講義及び演習等の学習の意味を理解し、それらを自分自身のキャリア形成にどのよ

うに結びつけるかを考えることができるようにし、併せて保育の教育の実際に触れ、子どもの発育状

況に応じたねらいの設定、保育内容の選択、保育方法の決定などの学習の基礎となることへの入門の

学習をする。また、責任ある行動や適切なマナーを身に着けて自分の学習のフィールドを広げること

ができるようにする。 

８．学習目標 

１、アカデミックスタディスキルを身に着ける。 

２、保育の専門性を概観し、キャリア形成のための個別学習計画を持つことができる。 

３、地域との連携や学外の施設などとの連携の取り方を身に着ける。 （見学学習、ボランティア） 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメント 指定された専門用語、保育施設等を調べる 

レポート ・保育見学記録、考察をレポートする 

     ・自己課題をレポートする 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】「Ｑ＆Ａで学ぶ保育・教育実習」関口はつ江監修サンウエイ出版 

     秋期から「スイスイわかる保育士採用教養試験」一ツ橋書店 

【参考書】東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 ・課題をきちんと行ったか ・基礎知識を習得したか（小テスト） 

 ・子どもや保育現場に対する基本的マナーを身に付けたか 

○評価の方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大学生活のスタート時に必要なコミュニケーション能力などのウオーミングアップと、大学で保育を

学ぶための、「保育の学びの基礎」を知る機会と、大学で学ぶ時にどのような姿勢を保つべきかとい

うスタディスキルを身に着ける学習を全 15 回で行います。さらに、大学生としての教養を専門職と

しての「保育士」「幼稚園教諭」などを目指すことができるレベルに高める学習を行います。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（科目目的、教科（保育児

童学概論、保育者論等）との関連） 

教科書 PP,５～７（幼稚園、保育園、認定こど

も園、）教科書 PP２３～２８ 

事前学習 
なぜ幼児教育を志したかについて考えて参

加する。 

事後学習 保育者の役割・資質についてまとめる 

第２回 

専門基礎知識 2 保育施設 

（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育） 

教科書 PP２９～３４ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 指定された保育施設の概要を覚える 

第３回 

専門基礎知識 3 保育施設 及び保育制度と動

向（一般家庭訪問保育（ベビーシッター、病児・

病後児保育等）教科書 PP３５～３８ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 

指定された保育施設の概要を覚え、これま

で学習した保育施設とその背景にある保育

制度との関連について知る 

第４回 
専門基礎知識 4保育時事問題を考える（メディ

ア報道などに見る保育に関わる諸問題） 

事前学習 近年のニュースなどを調べてくる 

事後学習 子育て支援などについて考える 

第５回 

専門基礎知識５生活習慣 1 基本的生活習慣 

教科書 PP６３～６８社会的生活習慣 

教科書 PP１４３～１６０ 

 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 
保育の中の基本的生活習慣・社会的生活習

慣の重要性を理解する 

第６回 

現場見学 1 事前指導① 目的、マナー・訪問

時挨拶や注意事項などの学習 

教科書 PP４３～５０ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 指定された保育施設の概要を覚える 

第７回 

現場見学 2 事前指導② 伝染病やアレルギー

対策・危機管理などについての学習 

教科書 PP１２～２１ 

事前学習 指定された教科書のページを予習する 

事後学習 
保育における伝染病や危機管理の重要性を

理解する 

第８回 現場見学 3 事前指導③ 記録、園についての予 事前学習 指定された教科書のページを予習する 
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備知識年齢の発達に伴う観察観点の違いなど

の学習教科書 PP１１５～１３０ 
事後学習 幼児の発達と年齢の関係について復習する 

第９回 
現場見学 4 ④話し言葉・書き言葉・礼状など

の学習教科書 PP１３７～１３９ 

事前学習 記録物や質問事項などの言葉を考える 

事後学習 話し言葉・書き言葉の違いなどを復習する 

第１０回 
現場見学 5 ⑤訪問（1 年ＡＡ・授業担当） 

 

事前学習 
園訪問の態度、観察内容、質問内容を予習

する 

事後学習 観察記録の作成 

第１１回 
現場見学 6 ⑥事後指導保育現場の実情と学習

に生かす視点教科書 PP１５８～１６５ 

事前学習 見学後の話し合いテーマをまとめる 

事後学習 園への礼状を書く 

第１２回 

専門知識 7  ⑦現場見学を行った園の資料をも

とに、保育現場の実情、及び実情に即した保育

内容について理解する。 

事前学習 
見学した園の保育内容について、園の資料

をもとにまとめる 

事後学習 
保育現場の実情と保育内容の関係について

まとめる 

第１３回 

専門基礎知識８ 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型

認定子ども園教育・保育要領にみる保育者の姿 

事前学習 保育の基礎知識の確認をする 

事後学習 保育者への適性を見出す 

第１４回 
教養基礎 文章理解 内容理解・文章整序 

教養試験 PP22～25  pp28～32 

事前学習 
内容把握の文章について読み、手掛かりに

する語彙を考えて参加する 

事後学習 
出てきた文章中の難語句や漢字の復習を、

理解する。 

第１５回 
教養基礎 文章理解 内容理解・文章整序 

教養試験 pp28～32 

事前学習 
文章整序に関する部分を読み、接続表現に

ついて考えて参加する。 

事後学習 
文章整序に関する接続語の一覧表や指示語

の一覧表を完成させ理解を深める 

第１６回 
教養基礎 文章理解 内容理解・文章整序 

教養試験 PP38～45 

事前学習 
文章整序に関する部分を読み、接続表現に

ついて考えて参加する。 

事後学習 
文章整序に関する接続語の一覧表や指示語

の一覧表を完成させ理解を深める 

第１７回 
英語 文章の基礎 

教養試験 pp26～27 pp33～37 

事前学習 
簡単な英語の読解に関する予習をテキスト

で行う 

事後学習 学習した語句や表現について復習する 

第１８回 
英語 英語演習問題 

教養試験 pp46～49 

事前学習 英語の読解に関する予習をテキストで行う 

事後学習 頻出問題について復習し理解を深める 

第１９回 
英語 英語演習問題 

教養試験 pp50～53 

事前学習 英語の読解に関する予習をテキストで行う 

事後学習 頻出問題について復習し理解を深める 

第２０回 
教養基礎 数的推理 1（基本問題１～５） 

教養試験 pp54～57 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２１回 
教養基礎 数的推理２（基本問題６～１０） 

教養試験 pp57～61 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２２回 
教養基礎 数的推理３（基本問題１１～１４） 

教養試験 pp61～63 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２３回 
教養基礎 数的推理４（練習問題１～５） 

教養試験 pp64～68 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２４回 
教養基礎 数的推理５（練習問題６～１０） 

教養試験 pp68～72 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２５回 
教養基礎 数的推理６（練習問題１１～１５）  

教養試験 pp72～75 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 
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第２６回 
教養基礎 数的推理７（予想問題１～５） 

教養試験 pp76～79 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２７回 
教養基礎 数的推理８（予想問題６～９）  

教養試験 pp78～81 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

第２８回 
教養基礎 数的推理９（予想問題１０～１３）  

教養試験 pp82～85 

事前学習 
事前に配布指定された問題を読んで予習を

する 

事後学習 
講義で扱った例題を解き、その解法などに

習熟する 

課題研究

１ 

保育現場で使用する特別な言葉を理解し、記述できるようにワークを作成し、配布します。 

実施時期：第１回目の講義の中で配布 

提出時期：第２回目の講義開始時に回収 

事後指導：常に携行して、専門用語を使えるようにすること、実習ノートなどに記入する時に正しい漢字で、

記述できるようにするための、学習です。返却後も何回も見直し、覚えたり活用したりする。 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：保育所保育指針と幼稚園教育要領の第一章を読み、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と

して共通に１０項目があげられていますが、そのうち自分が特に育ってほしいと思う項目二点をあげ、その理

由を自分の経験もあげながら、記述する」ということのレポートに取り組んでもらいます。 

実施時期：第３回の講義終了時に詳細を伝えます。（指定原稿用紙なども配布  １０００文字程度） 

提出時期：第５回の講義開始時に提出 

事後指導：添削指導・グループディスカッションなどにより、自身の考えを深め、現場見学につなげることが

できるようにまとめる。 
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１．科目名（単位数） 保育キャリア実践演習 （2 単位） 

３．科目番号 
GECD4116 

GECD4416 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 テキストによる学習と課題関連資料による学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習と保育キャリア応用演習と保育キャリア展開演習を終了していること 

７．講義概要 

保育キャリア基礎演習とⅡ保育キャリア応用演習と保育キャリア展開演習で学習した内容を踏まえ

て、保育の専門職としての基礎知識の定着を図り、保育現場で活用できる力を養成する。主として文章

表現・レポート作成・面談・実技を中心に進める。また、外部講師により現場に求められる保育者像や

現場で当面する課題に関する留意点等をご講話いただき、現代の社会状況を踏まえて実態をつかむ。さ

らに、多くの保育関連諸施設での課題についての理解も深めるため、現場の具体的問題事例の解決の仕

方など、これまでの知識を整理するとともに、課題を見出し解決する方法を考える。 

８．学習目標 

１、保育専門職として働く意義ややりがい等を確認し、それを他者に明瞭に表現することができる。 

２、保育専門職としての自らの教育理念・保育理念を形成し、社会的ニーズに対応できる。 

３、保育専門職者としての専門的知識、教養、心得を備えることができる。 

４、現代の社会状況と保育を取り巻く環境を理解した上で、将来を展望する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート課題 

これまでの3年間をしっかりと振り返り、各分野・領域での重要なことをしっかり押さえるようにする。 

 

10．教科書・参考書・教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用専門試験』一ツ橋書店 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」厚生労働省「保育所保育指針」内閣府「幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領」 

保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用教養試験』一ツ橋書店 

11．成績評価の規準と評定の

方法 

○成績評価の規準 

 １課題に対して確実に対応したか。 

 ２知識は正確か。 

 ３自己肯定感を持って意欲的に取り組んでいるか。 

○評定方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

基本的に単位を取得できなかった人の講座です。自主講座などにも出て自身の力を蓄えてください。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
専門知識保育原理 ① 

専門試験 PP.20 ～43 
事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２回 

専門知識教育原理② 

  

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第３回 
専門知識 社会的養護① 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第４回 
専門知識 子どもと家庭福祉① 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第５回 
専門知識 社会福祉 ① 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第６回 
専門知識 保育の心理学 

専門試験 PP.125～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第７回 
専門知識 子どもの保健① 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第８回 
専門知識 子どもの食と栄養① 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第９回 
専門知識 子育て家庭支援論 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１０回 
専門知識 保育内容 

専門試験 PP.214～235  

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１１回 
専門知識 乳児保育① 

専門試験 PP.236～245  

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 
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第１２回 
専門知識 障害児保育① 

専門試験 PP.246～259 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１３回 
模擬試験 

専門試験 PP.288～319 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

課題研究１ 

スイスイ専門試験 PP.288~300 の模擬試験問題を指定の回答用紙に記入して提出 

実施時期：第６回の授業終了時（詳細は、授業終了時に説明 

提出期限：第８回の授業開始時 

事後指導：自身のキャリア形成に合わせて、学習事項を見直し、確実な力がつくように復習を行う 

課題研究２ 

論作文「私がめざす職業」ということについて専門教養を学習してみてどのように考えるか記述して提出する。 

実施時期第１２回の授業終了時 

提出期限第１３回の授業開始時 

事後指導：添削をして返却するので、保育士資格で就職可能な職業に求められている力や資質についての考えを深める  
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１．科目名（単位数） 保育キャリア実践演習 （4 単位） 
３．科目番

号 

GECD4116 

GECD4416 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 テキストによる学習と課題関連資料による学習 
５．開講学

期 
春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習と保育キャリア応用演習と保育キャリア展開演習を終了していること 

７．講義概要 

保育キャリア基礎演習とⅡ保育キャリア応用演習と保育キャリア展開演習で学習した内容を

踏まえて、保育の専門職としての基礎知識の定着を図り、保育現場で活用できる力を養成する。

主として文章表現・レポート作成・面談・実技を中心に進める。また、外部講師により現場に求

められる保育者像や現場で当面する課題に関する留意点等をご講話いただき、現代の社会状況を

踏まえて実態をつかむ。さらに、多くの保育関連諸施設での課題についての理解も深めるため、

現場の具体的問題事例の解決の仕方など、これまでの知識を整理するとともに、課題を見出し解

決する方法を考える。 

８．学習目標 

１、保育専門職として働く意義ややりがい等を確認し、それを他者に明瞭に表現することができ

る。 

２、保育専門職としての自らの教育理念・保育理念を形成し、社会的ニーズに対応できる。 

３、保育専門職者としての専門的知識、教養、心得を備えることができる。 

４、現代の社会状況と保育を取り巻く環境を理解した上で、将来を展望する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート課題 

これまでの3年間をしっかりと振り返り、各分野・領域での重要なことをしっかり押さえるよう

にする。 

 

10．教科書・参考書・教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用専門試験』一ツ橋書店 

     保育士幼稚園教諭論作文・面接対策ブック  実務教育出版 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」厚生労働省「保育所保育指針」内閣府「幼保連携型認

定こども園教育・保育要領」 

 

11．成績評価の規準と評定の

方法 

○成績評価の規準 

 １課題に対して確実に対応したか。 

 ２知識は正確か。 

 ３自己肯定感を持って意欲的に取り組んでいるか。 

○評定方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

キャリア形成の最終章として、これまでの学びを復習しながら、確かな知識と技術をもち、これ

からの社会の一員として貢献できるよう、しっかりした志を持って学習してほしいいと思いま

す。 

13．オフィスアワー 各担当教員の研究室に掲示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
専門知識保育原理 ① 

専門試験 PP.20 ～43 
事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２回 
専門知識教育原理 ① 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第３回 
専門知識教育原理② 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第４回 
専門知識 社会的養護① 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第５回 
専門知識 社会的養護② 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第６回 
専門知識 子どもと家庭福祉① 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第７回 
専門知識 社会福祉 ① 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第８回 
専門知識 子どもの保健① 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第９回 
専門知識 子どもの保健② 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１０回 専門知識 子どもの食と栄養① 事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 
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専門試験 PP.182～201 事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１１回 
専門知識 子どもの食と栄養② 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１２回 
専門知識 子育て家庭支援論 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１３回 
専門知識 乳児保育① 

専門試験 PP.236～245  

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１４回 
 専門知識 障害児保育① 

専門試験 PP.246～259 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１５回 
 専門知識 障害児保育① 

専門試験 PP.246～259 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１６回 

論作文「私がめざす理想の保育士」pp.72~75 事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第１７回 

論作文「子どもの健やかな育ちのために取り組みた

いこと」pp.76~79 
事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第１８回 
面接「保育士・幼稚園教諭になりたい理由」 

P125 

事前学習 自分自身のことについて面接ノートに記入  

事後学習 テーマに沿って面接ノートを加筆  

第１９回 
論作文「子育て支援における保育士の役割」 

pp.80-83 

事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第２０回 面接「自分のよいところ悪いところ」P126 
事前学習 自分自身のことについて面接ノートに記入  

事後学習 テーマに沿って面接ノートを加筆  

第２１回 

論作文「公務員にもとめられること」 

pp.84-87 
事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第２２回 

面接「これまでの体験について」P127 
事前学習 

自分自身のことについて面接テキストに記

入  

事後学習 テーマに沿って面接テキストを加筆  

第２３回 

論作文「失敗や苦労から学んだこと」 

pp.88-91 
事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第２４回 

面接「保育を学んだことについて」 

P128 事前学習 
自分自身のことについて面接テキストに記

入  

事後学習 テーマに沿って面接テキストを加筆  

第２５回 
論作文「最近の報道から考えたこと」 

pp.92-95 

事前学習 テーマに関しての意識を持って参加する。  

事後学習 

実際に書いた論作文を読み直し、友人の書

いたものの良いところなどやモデル文を参

考に関連した論作文が書けるようにする  

第２６回 

面接「保育の専門性に関すること」P129 
事前学習 

自分自身のことについて面接テキストに記

入  

事後学習 テーマに沿って面接テキストを加筆  

課題研究

１ 

専門知識 子どもと家庭福祉②専門試験 PP.76～99 についての確認プリントを作成して渡すので、回答して提出 

実施時期：第６回の授業終了時 

提出期限：第７回の授業開始時 

事後学習 復習に励み自身の専門性についての振り返りや補いを行う 

課題研究

２ 

専門知識 社会福祉 ②専門試験 PP.100～125 についての確認プリントを作成して渡すので、回答して提出 

実施時期：第７回の授業終了時 

提出期限：第８回の授業開始時 

事後学習社会福祉についての復習に励み、保育士資格を活用して就職する場合の専門知識の強化につとめる。 

課題研究

３ 

補講授業を実施する 

授業内容「面接「自治体や法人への志望動機について P124」 
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実施時期 設定できる補講日 

事前学習 自身が志望しようと考えて自治体・並びに幼稚園・保育所のＨＰなどを打ち出し熟読して持参すること 

事後学習 面接ノートなどの作成を行い、自身のライフプランを考えて受験の準備にいかす 

 

課題研究

４ 

補講授業を実施する 

授業内容「論作文『私がめざす理想の保育―今春のコロナウイルスなどの非常時にどのような対応をするのか―」 

実施時期 設定できる補講日 

事前学習 新聞・ネットニュースや解説などの情報を調べて参加 

事後学習 専門職としての危機管理などの問題についてのディスカッションなども行う 
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１．科目名（単位

数） 
保育キャリア展開演習 （2単位） 

３．科目番号 
GECD3116 

GECD3416 ２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習と保育キャリア応用演習を終了していることが基本です。 

７．講義概要 

保育者として必要な専門科目を十分に理解し、基礎的な知識の確認を行い、現場で生かすことのできる力を習得

することを目的とする。第１に保育・教育における基礎概念や法規などの十分な理解を図る。第２に現場の実践状

況を具体的に理解し、実践の場でのコミュニケーション能力を向上させる。第３に保育・教育に携わる者としての

基本的な知識を復習し、保育士や幼稚園教諭、保育教諭などの採用試験に役立つ基礎学力を強化する。 

８．学習目標 

１、現場理解と保育実践力を身に着ける。 

２、実践（実習）からの学習を解釈し、実践力を向上させることができる。 

３、実務に必要な態度や能力の習得をする。 

４、論理的問題解決力を身に着ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

演習で触れた問題の復習に励み、記憶すべきことをしっかりと記憶するようにすること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用専門試験』一ツ橋書店 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

   １保育のかかる基本的な知識を習得しているか 

   ２保育の専門性獲得への意欲があるか 

○評定方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

基本的に前年の単位を取得できなかった人のための講座です。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
専門知識保育原理  

専門試験 PP.20 ～43 の一部 
事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２回 
専門知識教育原理  

専門試験 PP.44～57 の一部 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第３回 
専門知識 社会的養護① 

専門試験 PP.58～75 の一部 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第４回 
専門知識 子どもと家庭福祉① 

専門試験 PP.76～99 の一部 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第５回 
専門知識 社会福祉 ① 

専門試験 PP.100～125 の一部 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第６回 
専門知識 保育の心理学 ① 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第７回 
専門知識 保育の心理学 ② 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第８回 
専門知識 子どもの保健① 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第９回 
専門知識 子どもの食と栄養① 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１０回 
専門知識 子育て家庭支援論① 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１１回 
専門知識 子育て家庭支援論② 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１２回 
専門知識 保育内容① 

専門試験 PP.214～235 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 
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第１３回 
専門知識 保育内容② 

専門試験 PP.214～235 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

課題研究

１ 

すいすい専門試験テキスト PP288～319 の模擬試験問題から基本的な問題をプリントにして渡すので、指示されたように回

答し、提出する。 

実施時期：第６回の終了時に詳細につては説明 

提出期限：第７回の開始時 

事後学習：自身のキャリア形成に合わせて専門知識の振り返りを行う 

課題研究

２ 

課題研究「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」の第１章を読み、幼児期に育つべき１０の力について、なぜ共通に設定され

ているのかを具体的に２つの力を選び自身の考えを記述する 

実施時期「第１０回の終了時に詳細を説明・記述用紙の配布」 

提出期限 第１１回の開始時 

事後指導 添削指導後、自身のキャリアを考えながら専門性をどのように磨くかなどについて考えを深める 
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１．科目名（単位

数） 
保育キャリア展開演習 （4単位） 

３．科目番号 
GECD3116 

GECD3416 ２．授業担当教員 ティームティーチング 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育キャリア基礎演習と保育キャリア応用演習を終了していることが基本です。 

７．講義概要 

保育者として必要な専門科目を十分に理解し、基礎的な知識の確認を行い、現場で生かすことのできる力を習

得することを目的とする。第１に保育・教育における基礎概念や法規などの十分な理解を図る。第２に現場の実

践状況を具体的に理解し、実践の場でのコミュニケーション能力を向上させる。第３に保育・教育に携わる者と

しての基本的な知識を復習し、保育士や幼稚園教諭、保育教諭などの採用試験に役立つ基礎学力を強化する。 

８．学習目標 

１、現場理解と保育実践力を身に着ける。 

２、実践（実習）からの学習を解釈し、実践力を向上させることができる。 

３、実務に必要な態度や能力の習得をする。 

４、論理的問題解決力を身に着ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

演習で触れた問題の復習に励み、記憶すべきことをしっかりと記憶するようにすること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】保育士採用試験情報研究会『スイスイわかる保育士採用専門試験』一ツ橋書店 

     保育士幼稚園教諭論作文・面接対策ブック  実務教育出版 

【参考書】文部科学省「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

   １保育のかかる基本的な知識を習得しているか 

   ２保育の専門性獲得への意欲があるか 

○評定方法 

使用教科書のワーク編への記入やポートフォリオ 50％ 

授業への参加態度 20％ 

課題提出状況とその成果 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育者やその関係施設などにおける専門教養の確認と、実習などの充実を図るのに必要な基礎的な確認を問題演

習で行うので、予習や復習を行い確かな知識を持つことを目的として参加してください。 

13．オフィスアワー 各担当の先生方の研究室に提示 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
専門知識保育原理 ① 

専門試験 PP.20 ～43 
事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２回 
専門知識保育原理 ② 

専門試験 PP.20～43 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第３回 
専門知識保育原理 ③ 

専門試験 PP.20 ～43 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第４回 
専門知識教育原理 ① 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第５回 
専門知識教育原理② 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第６回 
専門知識教育原理③ 

専門試験 PP.44～57 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第７回 
専門知識 社会的養護① 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第８回 
専門知識 社会的養護② 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第９回 
専門知識 社会的養護③ 

専門試験 PP.58～75 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１０回 
専門知識 子どもと家庭福祉① 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１１回 
専門知識 子どもと家庭福祉② 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１２回 
専門知識 子どもと家庭福祉③ 

専門試験 PP.76～99 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 
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第１３回 
専門知識 社会福祉 ① 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１４回 
専門知識 社会福祉 ② 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１５回 
専門知識 社会福祉 ③ 

専門試験 PP.100～125 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１６回 
専門知識 保育の心理学 ① 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１７回 
専門知識 保育の心理学 ② 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１８回 
専門知識 保育の心理学③ 

専門試験 PP.126～143 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第１９回 
専門知識 子どもの保健① 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２０回 
専門知識 子どもの保健② 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２１回 
専門知識 子どもの保健③ 

専門試験 PP.144～181 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２２回 

 

専門知識 子どもの食と栄養① 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２３回 

 

専門知識 子どもの食と栄養② 

専門試験 PP.182～201 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２４回 

 

専門知識 子育て家庭支援論① 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２５回 

 

専門知識 子育て家庭支援論② 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２６回 

 

専門知識 子育て家庭支援論③ 

専門試験 PP.202～213 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２７回 

 

専門知識 保育内容① 

専門試験 PP.214～235 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

第２８回 

 

専門知識 保育内容② 

専門試験 PP.214～235 

事前学習 指定ページを事前に読んで参加すること 

事後学習 確認テストを復習し重要事項を覚える 

課題研究

１ 

スイスイ専門試験 PP.288~300 の模擬試験問題を指定の回答用紙に記入して提出 

実施時期：第６回の授業終了時（詳細は、授業終了時に説明 

提出期限：第８回の授業開始時 

事後指導：自身のキャリア形成に合わせて、学習事項を見直し、確実な力がつくように復習を行う 

課題研究

２ 

論作文「私がめざす理想の保育士」ということについて専門教養を学習してみてどのように考えるか記述して提出する。 

実施時期第１２回の授業終了時 

提出期限第１３回の授業開始時 

事後指導：添削をして返却するので、保育士に求められている力や資質についての考えを深める 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育原理 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2338 

SNMP2338 

SCMP2338 

SBMP2338 

SPMP2338 

SJMP2107 

２．授業担当教員 岡野 雅子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 乳幼児期における保育・教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うきわめて重要なものである。そのこ

とを踏まえて本科目では、なぜ重要な意味をもつのかについて､様々な観点から理解できるようにする。 

保育の意義とその思想、保育の歴史的変遷､子どもの発達特性、保育理論と実践との関連などについて概説

し、「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を基本的資料として､

保育の原理、目的、目標、内容、方法、計画、評価について理解する。さらに、現代的保育ニ－ズや子育て支

援に関する基本を習得する。 

８．学習目標 

１．保育の目的、目標、内容、方法を理解し、説明することができる。 

２．保育の歴史的変遷、その思想についての知識を身に付ける。 

３．保育実践の土台となる子ども観、保育観、発達観について理解し、説明することができる。 

４．子ども理解の重要性、個の特性に応じた望ましい援助について習得する。 

５．環境を通して行う保育について理解し、具体的な実践方法を習得する。 

６．保育の現状を知り、現代社会における保育ニ－ズや子育て支援について理解し､説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習状況に応じて『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』の内容に関する課題を課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】柴崎正行編『改訂版 保育原理の基礎と演習』わかば社 

【参考書】東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

     文部科学省『幼稚園教育要領』（平成 29年告示） 

     厚生労働省『保育所保育指針』（平成 29年告示） 

     内閣府･文部科学省･厚生労働省『幼保連携型人的こども園 教育･保育要領』（平成 29年告示） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．保育の目的、目標、内容、方法を理解し、説明することができるか。 

２．保育の歴史的変遷、その思想についての知識を身に付け、説明できるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の２０％ 

２ 期末試験（または期末レポ－ト） 総合点の５０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の１０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人格形成の基礎となる乳幼児期の子どもに専門家としてかかわる保育者は、子どもに対して多大な影響を

及ぼす存在であることをしっかりと自覚して下さい。自分の将来像と関わらせて、授業に真剣に臨んで下さ

い。 

１．授業のル－ルは守る（欠席･遅刻をしない）。 

２．私語はしない。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 保育とは何か 

事前学習 
「保育所」と「幼稚園」の社会的役割の違いについ

て調べておく。 

事後学習 
授業内容を復習し、「養護と教育の一体化」の意味を

理解する。 

第２回 諸外国の保育の歴史的変遷 

事前学習 ヨーロッパの保育の歴史について調べておく。 

事後学習 
コメニウスからフレーベルの思想について、要点を

まとめる。 

第３回 日本の保育の歴史的変遷 
事前学習 日本の保育の歴史について調べておく。 

事後学習 倉橋総三の思想について、要点をまとめる。 

第４回 保育の目的・目標、ねらい 
事前学習 

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」のそれぞれの

第１章を読み、理解する。 

事後学習 保育の目的・目標・ねらいの関係を復習する。 

第５回 保育の内容、方法 
事前学習 

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の保育の内容･

方法についての記述を読み､理解する。 

事後学習 保育の内容と方法の密接な関係を復習する。 

第６回 子ども観、保育観 
事前学習 子ども観、保育観の意味を調べておく。 

事後学習 自分の子ども観や保育観について考えをまとめる。 

第７回 発達の捉え方 
事前学習 「発達」の定義について調べておく。 

事後学習 自分の発達観について考えをまとめる。 



 

 

第８回 ５領域の意味 

事前学習 

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の５領域の箇

所を読み、「ねらい」と「内容」の関連について考え

る。 

事後学習 
５領域をふまえたうえで、総合的な指導・援助の意

味を理解する。 

第９回 遊びの意味 
事前学習 

身近な幼児の遊びを観察し、気づいた点や特徴を文

章化する。 

事後学習 遊びと学びの関係を理解する。 

第 10回 保育の環境 

事前学習 保育の環境の諸側面について調べておく。 

事後学習 
「保育は環境を通して行うものである」について理

解する。 

第 11回 保育課程、教育課程、指導計画 
事前学習 

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の教育課程、

保育課程、指導計画について読み、その意味を理解

する。 

事後学習 保育に計画が必要な理由を理解する。 

第 12回 現代の子どもをとりまく状況と保育の現状 

事前学習 
現代の子どもをとりまく状況について考え、気づい

た点をまとめる。 

事後学習 
現代の子どもをとりまく状況について整理し、保育

者としての課題について自分の考えをまとめる。 

第 13回 現代の保育ニーズと子育て支援 

事前学習 
政府が発表している子育て支援策について調べてお

く。 

事後学習 
子育て支援策の移り変わりのポイントについて整理

する。 

課題研究

１ 

課題研究テ－マ：諸外国の保育の歴史的変遷および日本の保育の歴史的変遷について、レポ－トにまとめなさい。  

レポ－ト形式：A4用紙 2枚 

実施時期：第 3回授業後に実施する。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

     提出後、質疑応答・意見交換を第 5回授業時に教室で行う。 

事後学習：レポ－ト作成と質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テ－マ： 「保育は環境を通して行うものである」が、この“環境”とは固定概念にとらわれるものではなく「生

きて動く」ものである。このことについて保育の遊びのシ－ンを 1つ例として取り上げて、説明しな

さい。 

レポ－ト形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 10回授業後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業時に教室で行う。 

事後学習：レポ－ト作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育実習指導Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT3481 

SCOT3481 

SJMP3251 ２．授業担当教員 山本 健志郎 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅰ（保育所）の意義･目的・内容・方法を理解する。児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育

士の役割を理解する。さらに実習課題の明確化、実習記録の意義・方法の理解、実習施設の理解を図る。指

導計画を立案し、実践に必要な準備を行う。実習後には、実習総括・評価を行い、新たな学習目標・課題を

明確化する。 

８．学習目標 

「保育実習指導Ⅰ（保育所）」が終了した時点で、下記目標の達成が期待される。 
１．児童福祉施設の種類及び保育所の機能と保育士の役割を明確にする。 

２．実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができる。 

３．指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につける。 

４．演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することができる。 

５．保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、

実習に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得する。  

６．保育士としての職業倫理と子どもの最善の利益の具体化について学び、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント（宿題） 

1. 実習にむかうための心構えに関する課題 

2. 事務手続き等、実習に必要な書類に関する課題 

3. 実習記録に伴う記述に関する課題 

4. その他（授業内のワークシート、リフレクションシート） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】関口はつ江(編著)『学びをいかす 保育実習ハンドブック』大学図書出版、2018年。 

【教材】 東京福祉大学「保育実習の手引き」 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができるか。  

2.指導案の立案とそれに基づく模擬保育演習を行い、実践力を身につけるか。 

○評定の方法 

 個別の授業態度、グループ活動への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1.授業態度 ５０％ 

2.各提出物 ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育実習に向けて、実習の意義、目的、内容、方法及び乳幼児の理解について学びます。保育実習は、保育

実践の現場に参加するという、とても重要な学びの機会です。その重要な学びをより豊かなものにするため

に実習での課題を明確にし、実習記録の意義や、保育所や施設の役割を理解できるようにします。大学での

学びを保育実践に繋げるか、現在の自分が子どもに保育するための課題は何かを知り、保育実習への不安を

期待に変えられるよう、実習生としての心得を身に付け、準備をしましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知いたします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

保育実習の目標と内容 

実習の流れ及び実習施設との連絡、必要書類等につい

て。 

事前学習 

『学びをいかす 保育実習ハンドブック』

pp42-46,『実習の手引き』の「保育実習の内

容」pp.1-5を読む。 

事後学習 個人調査書、自己紹介書等の下書きと清書。 

第２回 実習課題を作成する 

事前学習 

なぜ保育士資格を取得したいのか、動機を明

確にするとともに、実習をとおして何を学び

たいかを明らかにする。 

事後学習 
自身の考えをリフレクションシートに記入

する。 

第３回 実習に向けての心構えと準備 

事前学習 
配布資料及び、『学びをいかす 保育実習ハ

ンドブック』p.50を読む。 

事後学習 

オリエンテーションまでの流れと留意事項、

持ち物（提出書類等）について確認し書き出

す。 

第４回 
実習で出会う子どもたち・保育場面を知る 

―DVDを視聴し、記録を書いてみるー 

事前学習 配布資料を読み、発達の流れを理解する。 

事後学習 
保育施設における一日の生活流れを場面ご

と捉え、書き出してみる。 

第５回 実習記録から保育を見る着眼点を学ぶ 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
資料の着眼点を意識し、時系列の記録を書

く。 

第６回 
エピソード記録を書く 

―DVDを視聴し、記録を書いてみるー 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
日常生活で見かけた子ども一場面を切り取

り、記録してみる。 



 

 

第７回 
一日のまとめと振り返りを書く 

―DVDを視聴し、記録を書いてみるー 

事前学習 
配布資料と『学びをいかす 保育実習ハンド

ブック』pp.51-58を読んでくる。 

事後学習 文の構成を考え、見本を参考に書く。 

第８回 指導計画の作成とアレンジの考え方 

事前学習 
配布資料と『学びをいかす 保育実習ハンド

ブック』pp.59-67を読んでくる。 

事後学習 
対象年齢と部分実習で何をしたいかを考え

る。 

第９回 指導計画の作成 

事前学習 取り組みたい部分実習について準備する。 

事後学習 
作成した部分実習について、対象を変えてア

レンジしてみる。 

第１０回 教材を使った自己紹介と部分実習 

事前学習 どんな自己紹介をしたいか考える。 

事後学習 
自分の得意分野から、自己紹介や部分実習に

つかえるものを準備する。 

第１１回 グループごと、自己紹介や部分実習の模擬保育をする 

事前学習 自己紹介、模擬保育の発表準備をする。 

事後学習 
他者の発表内容を参考に、自身の改善点に取

り組む。 

第１２回 保育実習に向けて自分の課題を見つけ解決する 
事前学習 

保育実習の不安なことや自分に足りないこ

とを書きだす。 

事後学習 自分の課題を解決するための準備をする。 

第１３回 
授業のまとめ 

実習施設へのお礼状 

事前学習 

事務手続き、持ち物、実習記録、教材準備等

を確認し、足りないもの、準備不足がないか

確認する。 

事後学習 
実習をとおして学びたいこと、身に付けたい

専門性について、レポートにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究：授業内で見た映像を基に実習日誌を書く。 

実施期間：第 6回の授業後に課し、第 7回の授業開始時に回収する。 

事後指導：第 7回の授業内で意見交換し、学びの共有を行う。 

課題研究

２ 

課題研究：指導案を作成する。 

実施時期：第 9回の授業後に課し、第 10回の授業開始時に回収する。 

事後指導：模擬保育を行った後、意見交換し、学びの共有を行う。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育実習指導Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 

SSSOT4482 

SCOT4482 

SJMP4252 ２．授業担当教員 関 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習指導Ⅰで学んだ実習現場の知識及び保育実習への基本的姿勢・基礎知識を基盤として、「保育実

習Ⅱ」に必要な専門知識・保育技術及び関連知識を身につけることをねらいとする。現場での実習の充実を

図るため、実習の目的や内容を明確にし、言語化、文章化ができるよう事前準備を行う。具体的な取り組み

としては、保育実習Ⅰ（保育所）の総括・評価を行い、自己の新たな学習目標・課題を明確化する。また、

責任実習に向けて指導計画の立案とその相互批評を行い、計画を基にした模擬保育などにより実践力を身

につける。実習後には振り返りを行い、保育の担い手としての心構えを今一度明らかにする。 

８．学習目標 

「保育実習指導Ⅱ（保育所）」が終了した時点で、下記目標の達成が期待される。 

１．保育実習の意義と目的を理解し、説明できる。 

２．保育実習Ⅰや他教科の内容との関連性を理解し、説明できる。 

３．保育実習Ⅰの総括・評価を通じて保育実習Ⅱに向けた自己の新たな学習目標・課題が明確化される。 

４．実習に直結する具体的な知識・技能を体得し、保育の実際への理解を深め、実践することができる。 

５．責任実習に向けて指導計画の立案演習と模擬保育により、実習への実践的能力が高まる。 

６．実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、保育を総合的に省察する能力が身につく。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサイメント 

１）事前学習部分に示された事柄に取り組んだ上で授業に臨む。 

２）授業内で配布するワークシートや指導案を仕上げて提出する。 

レポート課題 

１）「保育実習Ⅱに向けた自己の学習目標と課題」について 

２）「あなたが目指す保育士像と、保育士に求められる専門性と役割について」 

また、「どのような保育実践をしたいと考えるか」その理由も記しなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『保育実習の手引き』 

『保育者になる人のための実習ガイドブック A to Z』名須川知子監修 萌文書林、2020年 

【参考書】 

『学びをいかす保育実習ハンドブック』関口はつ江編 大学図書出版、2018年 

厚生労働省編『保育所保育指針解説書』 

【教 材】 

保育実習Ⅰ（保育所）の実習記録（毎回必ず持参すること） 

※その他、必要に応じてプリント教材を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に対する参加態度（出席状況、授業に臨む姿勢、個別学習・グループ学習における課題への取り組

み）は意欲的であったか。 

２．提出物の期日は順守できたか、取り組みの内容は十分なものであったか。 

３．テーマに沿って分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

○評定の方法 

１．授業態度（欠席、遅刻、途中退出含む） 50% 

２．提出物（提出期限厳守）とその内容 20% 

３．期末レポート 30% 

 なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

 以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

保育実習Ⅰの経験をとおして学んだこと、身に付けたことにはどんなことがありますか。また、どのような

力をさらに身に付けたいと思いますか。大学卒業後は、一人の保育者として子どもたちの前に立ち、専門家

としてそれぞれにふさわしい保育を実践していくことが求められます。自分はどんな保育者になりたいの

か、そのためにはどんな視点、学びが必要かを常に意識し、学びを深めてほしいと思います。子どもはどう

したいと思っているのか、保護者はどう願っているのか、それを保育者はどう受け止め、どのような連携の

もと、保育を展開していくのか。保育方法を探るには、「子ども理解」が欠かせません。こちらの一方的な

計画を進めるのではなく、子どもたちの活動が、主体的で対話的で深い学びとなるような援助のあり方を考

え、実践する保育者を目指して成長してほしいと願っています。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業概要と進め方、望ましい学習

態度について）、学習グループの編成。 

保育実習Ⅰの省察（実習記録をもとに、グループディス

カッションし、実習での問題点を探り、考察をする） 

福祉専門職支援室より、配属発表と実習生個人調書配

付・説明。 

事前学習 

自己の実習記録を読み直して問題点をリフレ

クションシートにまとめる。各自、「保育実習

指導Ⅱ」のノートを用意する。 

事後学習 

保育実習Ⅰの反省から、次の実習目標と課題

を明確にする。 

実習生個人調書の下書きをする。 



 

 

第２回 

実習評価項目からの振り返り。 

保育実習Ⅰの省察のグループ発表（問題提起を含む）。各

自の必要とする学習課題と内容について討議を行いグ

ループ内でまとめる。 

事前学習 

第 1 回授業の週末までに実習生個人調書の下

書きを教員まで提出する。 

自身の実習記録の評価内容を振り返り、今後

の実習において、特に重点を置いて取り組む

ことについてまとめてくる。 

事後学習 

実習生個人調書の清書をする。 

プリントにある、実習評価項目を踏まえ、自

己の問題点について再確認し、今後の学習課

題を明確にする。 

第３回 

福祉専門職支援室より実習生個人調書（清書）の回収。

第２回講義に引き続き、各自の学習課題と内容について

グループ学習し発表に備える。 

事前学習 
課題に対する具体的な取り組み方法について

考えてくる。 

事後学習 

明確になった学習課題に向き合い考察を深め

る。 

年齢別の部分実習案の資料を調べ、入手する。 

第４回 

「保育現場における一日の流れ」を振り返る。気づきの

視点をグループごとに発表し、保育現場への理解と、実

習での動きについて考える。 

事前学習 

保育現場における一日の流れについて、子ど

もの視点、保護者の視点、保育者の視点から

振り返る。 

事後学習 

新たな気づきの視点が保育実習Ⅱでどのよう

に生かされるかを考え、自身の動きと実習記

録内容をイメージする。 

第５回 
保育現場での子どもの生活、発達を振り返る。 

部分・責任実習への構想と考察（グループ学習） 

事前学習 

年齢別の子どもたちの姿を振り返り、ふさわ

しい主活動や「朝の会」「帰りの会」について

具体的内容を考え、資料を入手する。 

事後学習 
グループ発表に向け、指導案の作成をすすめ

る。 

第６回 
課題研究 1.で作成した責任実指導案と作品を持参し、 

グループごと、発表と考察 

事前学習 
課題研究 1.で作成した指導案の説明ができ

るようにする。 

事後学習 
グループ内で協議し、お互いの気付きを指導

案に生かす。 

第７回 
課題研究 2.で作成した責任実指導案と作品を持参し、 

グループごと、発表と考察 

事前学習 
指課題研究 2.で作成した指導案の説明がで

きるようにする。 

事後学習 
グループ内で協議し、お互いの気付きを指導

案に生かす。 

第８回 

責任実習模擬保育の実践と考察。 

グ ル ー プ 内 代 表 者 に よ る 模 擬 保 育 を 行 う 。     

（0.1歳児クラス） 

事前学習 

各自、自分が発表することを想定して、模擬

授業の練習をする。発表者は責任実習模擬保

育の準備と発表の練習をする。 

事後学習 

模擬保育をとおして明らかになった、不足部

分、必要な動き等について、指導案を修正す

る。 

どのような理由で修正が必要だったのかを説

明できるようにする。 

第９回 

責任実習模擬保育の実践と考察。 

グ ル ー プ 内 代 表 者 に よ る 模 擬 保 育 を 行 う 。     

（2.3.4.5歳児クラスまたは縦割りクラス） 

事前学習 

各自、自分が発表することを想定して、模擬

授業の練習をする。発表者は責任実習模擬保

育の準備と発表の練習をする。保育実習Ⅱに

求められる心得、学んだ知識、実技、記録内

容について振り返り実践に向けた準備をす

る。 

事後学習 

模擬保育をとおして明らかになった、不足部

分、必要な動き等について、指導案を修正す

る。 

どのような理由で修正が必要だったのかを説

明できるようにする。保育実習Ⅱにむけ、必

要な事項についてグループ内で共有し、再確

認する。 

第１０回 

保保育実習Ⅱにむけての学びを振り返る。 

指導案の修正部分についての考察を深める。 

実習日誌の書き方を再検討する。 

実習記録の記述とは何か、グループ内で検討し合い、 

考察する。 

事前学習 

保育実習Ⅱにむけ、必要な事項についてグル

ープ内で共有し、再確認する。保育実習Ⅱの

自己の省察を行い、具体的にあげてみる。 

事後学習 

保育実習Ⅱにむけ、必要な事項について場面

ごと、対象ごとに整理し、グループ内で共有

し、再確認する。 

第１１回 

保育実習Ⅱの省察。仲間との振り返り ①  

グループごとに話し合った内容の発表、質疑応答、考察

による体験の共有化。 

事前学習 
保育実習Ⅱの自己の省察を行い、具体的にあ

げてみる。 

事後学習 
グループ内で共有し、場面ごと、対象ごとに

整理する。 



 

 

第１２回 

保育実習Ⅱの省察。仲間との振り返り ②  

グループごとに話し合った内容の発表、質疑応答、考察

による体験の共有化。 

事前学習 
他グループの発表による学びや、新たな気づ

きをまとめる。 

事後学習 
他のグループからの学びも含め、この授業で

得られた学びについて明らかにする。 

第１３回 

保育士に求められる専門性と役割について、さらに自己

の目指す保育士像について。またどんな保育実践をした

いのか、なぜそのように考えるのかを考察し、授業のな

かでレポートを作成する。 

事前学習 
１～１3 回の授業を通しての学びを踏まえ、

保育実習全体を振りかえっておくこと。 

事後学習 
保育士を目指す者としての心構えをもう一度

明らかにする。 

課題研究

１ 

課題研究 1：0,1歳児クラスを想定した責任実習指導案を作成し、発表に必要な材料や作品を準備する。 

事前学習：例えば、手作りおもちゃを作成した場合、なぜ、そのようなおもちゃを与えたいと考えたのか。 

そのおもちゃでの遊びは、子どものどのような行動を引き起こし、どのように遊び出すと考えられるか。 

何をおもしろがるのか。それによって子どもはどのような経験をすることができるのか。 

そしてそれは、子どもたちの成長にとってどのような意味があるのかを説明できるようにする。 

提出期限：第 6回授業時に指導案、作品を持参し、グループ内で発表し合う。授業後に指導案を提出する。 

事後学習：第 8回授業時に、グループ内から代表者が模擬授業を行い、質疑応答、意見交換の後、自身の指導案を 

振り返り、加筆、修正を行う。 

課題研究

２ 

課題研究 1：2.3.4.5歳児クラスのいずれか、または縦割りクラスを想定した責任実習指導案を作成し、発表に必要な

材料や作品を準備する。 

事前学習：例えば、ゲームなどの場合、子どもたちの日常生活や興味、関心から、どんな活動が予想されるか。 

子どもたちが興味を示し、夢中になって参加するようになるための仕掛けには、どのようなことが考えられ

るか。その活動を通して、どんな学びや経験ができるか。そして、その活動は、今後どのような展開が予想

されるか、などの視点から説明できるようにする。また、時間帯やスペース、成長の違いなど、配慮事項に

ついても記すようにする。 

提出期限：第 7回授業時に指導案、作品を持参し、グループ内で発表し合う。授業後に指導案を提出する。 

事後学習：第 9回授業時に、グループ内から代表者が模擬授業を行い、質疑応答、意見交換の後、自身の指導案の 

加筆、修正を行う。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育実習指導Ⅲ （2単位） 

３．科目番号 

SSOT4483 

SCOT4483 

SJMP4253 

JEPR3517 

JNPR2517 

２．授業担当教員 中嶋 一郎 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育実習Ⅲの意義･目的・内容・方法を理解する。児童福祉施設の種類及び機能と保育士の役割を理解する。

さらに実習課題の明確化、実習記録の意義・方法の理解、実習施設の理解を図る。指導計画を立案し、実践

に必要な準備を行う。実習後には、実習総括・評価を行い、新たな学習目標・課題を明確化する。 

８．学習目標 

1.児童福祉施設の種類及び機能と保育士の役割を明確にする。 

2.実習に臨む際の目標を明確化し、それを達成するための具体的方策を考えることができる。 

3.実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することができる。 

4.演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することができる。 

5.保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、実習

に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.実習先の施設と利用者に対する知識を理解し、実践に活かす。 

2.実習日誌の作成方法を理解し、実践する。 

3.施設実習における今日的課題を調べて発表する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】関口はつ江(編著)『保育実習ハンドブック』大学図書出版、2018年 

【教材】 「保育実習の手引き」 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.児童福祉施設の種類及び機能と保育士の役割を明確に出来たか。 

2.実習に臨む際の目標を明確化し、それを達成するための具体的方策を考えることが出来たか。 

3.実習記録の意義・方法を理解し、実習から得た学習内容を具体的に記録することが出来たか。 

4.演習と議論を繰り返すことにより、理論と実践の統合とは何かを理解し、説明することが出来たか。 

5.保育者を目指す者として望ましい態度を身につけられるよう、自身の日常生活態度、言葉遣い、服装、実習

に臨む心構え等を自己評価・点検できる力を習得出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 実習後指導のレポート  総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況      総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

携帯電話等の使用や私語等を慎むことは、守るべきマナーです。（減点の対象） 

授業等で不満があれば個人的に受け付けておりますので、いつでもご相談ください。 

自分の意見を持つことは、共に学ぶ学友との相互理解を深めるための道具です。自分の意見はワークシート

にまとめ、それを元に他人と議論を交わしてください。 

（以下、加点の対象） 

他の学生を尊重し、その意見をしっかりと受け止めてください。 

発表の際には、他の学生に伝わる大きさの声で行ってください。 

わからないことがあれば、授業内、外で積極的に質問をしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業の概要と学習態度について・保育実習の時期及び準

備等〔実習の手引き〕 

事前学習 シラバスを確認して授業の準備をする。 

事後学習 
保育実習Ⅲ（施設）授業の目的の確認・整理

をノートにする。 

第２回 
保育実習Ⅲの目的 

福祉施設実習の意義について 

事前学習 施設実習の目的を再確認しておく。 

事後学習 
施設実習の目的・意義の確認・整理をノート

にまとめる。 

第３回 
福祉施設実習の保育士の役割・福祉施設の専門職につい

て 

事前学習 
福祉施設実習の専門職についてテキストを

参考に読解しておく。 

事後学習 
福祉施設における保育士の役割について確

認整理しておく。 

第４回 福祉施設実習の実習生の立場と心構えについて 

事前学習 
福祉施設実習生の立場についてテキストを

読解しておく。 

事後学習 
福祉施設実習の心構えをテキストで学んで

おく。 

第５回 事前の施設訪問・施設見学について 
事前学習 

福祉施設実習事前の確認を詳細に読解して

おく。 

事後学習 施設見学についての計画を立ててみる。 

第６回 実習期間中の施設実習の流れについて 
事前学習 福祉施設実習の流れを確認・整理する。 

事後学習 第１回～第６回までの授業内容をまとめて、



 

 

確認してみる。 

第７回 参加実習の内容と記録の意味 

事前学習 
福祉施設実習の形態とは何かテキスト読解

しておく。 

事後学習 
福祉施設実習日誌について確認し、実際に書

いてみる。 

第８回 実習日誌の書き方について 

事前学習 
福祉実習日誌の書き方について確認してお

く。 

事後学習 
福祉施設実習日誌記録のポイントをノート

にまとめておく。 

第９回 施設種別ごとの実習の内容と問題点（各自発表）① 

事前学習 
福祉施設の今日的な問題点についてテキス

ト・雑誌・新聞等で調べる。 

事後学習 
福祉施設の今日的な課題をまとめて整理す

る。 

第１０回 施設種別ごとの実習の内容と問題点（各自発表）② 

事前学習 
福祉施設の問題点・課題の発表資料作成準備

を行う。 

事後学習 
福祉施設の問題点・課題について再度チェッ

クしてみる。 

第１１回 各福祉施設実習での指導計画（グループ学習） 

事前学習 
福祉施設実習の企画案作成・テキストを参考

文献にしながら指導計画を実施する。 

事後学習 
福祉施設実習の企画案作成・テキストを参考

文献にしながら指導計画を複数作成する。 

第１２回 各福祉施設実習の振り返り 

事前学習 
福祉施設実習での実習を振り返り、反省点を

考えておく。 

事後学習 
福祉施設実習振り返りシートを作成し、各自

発表の準備を進める。 

第１３回 施設別の実習の内容と今日的課題（各自・発表）まとめ 

事前学習 
福祉施設の問題点と課題の各自発表準備を

する。 

事後学習 
福祉施設の問題点と課題の各自発表の反省

と課題をまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第 4 回の講義内容を踏まえて、「実習で学びたい内容(目的)とその理由」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第９回～第１１回の講義内容を踏まえて、「実習において自身が気を付けることとその理由」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第１１回の授業後に実施する。 

提出期限：第１２回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１３回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育児童学概論 （2単位） 

３．科目番号 GEBS1106 

２．授業担当教員 岡野 雅子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 本科目では、人間の生涯発達のなかの初期段階である乳幼児期について、その発達の様相を学び､子どもが

育つことの本質を考えるとともに、子どもを育てることの意義について理解する。すなわち、子どもは人的
環境をはじめ様々な環境とのかかわりのなかで育つが、特に｢愛着と自立｣の観点から考える。また、子ども
は生活の中で育つことから、今日の生活環境の変化を背景として「育つ」「育てる」の関係も変化しているこ

とを踏まえ、子どもの発達のしかたの実情に基づいて､保育者に求められるあり方について考える。 

８．学習目標 

１．人間の子どもの生物学的な特徴を理解し、乳幼児期の愛着の重要性と自立への道筋を理解する。 
２．子どもの育ちの過程を成熟と保育的かかわりの相互作用として捉えることができる。 

３．子どもの内面とその表現の特徴を理解し、子どもの個性や主体性を育てる保育について考えることがで
きる。 

４．子どもが育つ場（家庭、保育施設、地域社会など）の役割と連携や今日的課題について考えることがで

きる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容の理解を確かなものにするために、振り返りの小課題を課すので、それに回答する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】岡野雅子編著『新保育学 改訂 5版』南山堂 

【参考書】東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

【参考資料】厚生労働省『保育所保育指針』、文部科学省『幼稚園教育要領』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．人間の子どもの生物学的な特徴を理解し、乳幼児期の愛着の重要性と自立への道筋を理解し、説明でき

るか。 

２．子どもの育ちの過程を成熟と保育的かかわりの相互作用として捉えることができるか。 

〇評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポ－ト等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加       総合点の２０％ 

２ 期末試験（または期末レポ－ト） 総合点の４０％ 

３ 課題レポ－ト          総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況         総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 自分の幼児期の体験や、子どもや保育についてのこれまでの知識、体験を掘り起こしてください。子ども

の行動をよく観察し、小さなことでもさまざまな見方ができ、より専門的な見方に近づけるよう努力して下

さい。また、保育の専門家となる責任を自覚し、子どものモデルとなる大人としてのより良い行動形成に向

けて努めて下さい。 

１．授業のル－ルを守る（欠席、遅刻をしない）。 

２．私語はしない。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業の目的、内容、望まれる学習態度等の説明。 

各自の保育者志望の理由を確認する。 

事前学習 保育者になりたいと思った理由を確認する。 

事後学習 
授業で説明した保育者になるために必要な

学習態度を復習し、自己課題を考える。 

第２回 保育とは何かについて理解する。 
事前学習 保育所保育指針第１章を読んでおく。 

事後学習 保育の意味を復習し、理解する。 

第３回 
「子ども」という存在について考察し、愛着の重要性と

自立への道筋を理解する。 

事前学習 「子ども」という存在の特徴を考える。 

事後学習 「子ども」という存在の見方を広げ、深める。 

第４回 乳幼児期の重要性を理解する。 

事前学習 
自身の幼児期を振り返り、記憶している体験

を呼び起こす。 

事後学習 
乳幼児期の重要性を自身の体験と重ねて考

える。 

第５回 発達とは何かについて理解する。 
事前学習 「発達の定義」について調べておく。 

事後学習 「発達の原理」について復習する。 

第６回 愛着とは何かを理解する。 
事前学習 愛着について調べておく。 

事後学習 愛着の重要性について復習する。 

第７回 愛着から自律への道筋について理解する。 

事前学習 愛着と自律の関連について調べておく。 

事後学習 
愛着による信頼感の形成とその後の自律に

ついて復習する。 

第８回 子どもが育つ環境の整備について理解する。 

事前学習 
保育環境にはどのようなものがあるかを考

える。 

事後学習 
子どものために望ましい環境とは何かを復

習する。 



 

 

第９回 子どもの育ちの姿① 0歳児 
事前学習 0歳児の特徴をまとめておく。 

事後学習 0歳児の特徴を復習する。 

第 10回 子どもの育ちの姿② 1歳児、2歳児 
事前学習 1歳児、2歳児の特徴をまとめておく。 

事後学習 1歳児、2歳児の特徴を復習する。 

第 11回 子どもの育ちの姿③ 3歳児 
事前学習 3歳児の特徴をまとめておく 

事後学習 3歳児の特徴を復習する。 

第 12回 子どもの育ちの姿④ 4歳児、5歳児 
事前学習 4歳児、5歳児の特徴をまとめておく。 

事後学習 4歳児、5歳児の特徴を復習する。 

第 13回 子どもへの望ましい指導・援助について理解する。 

事前学習 保育者の役割について考える。 

事後学習 
子どもへの望ましい指導・援助について理解

したことをまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テ－マ：「子どもは『私的な存在』であるとともに『社会的な存在』でもある。」このことについて説明しなさ

い。 

レポ－ト形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 3回授業後に実施する。 

提出期限：第 4回の授業開始時に提出する。 

     提出後、質疑応答・意見交換を第 5回授業時に教室で行う。 

事後学習：レポ－ト作成と質疑応答・意見交換を通して学んだことを振り返り、しっかりと理解する。 

課題研究

２ 

課題研究テ－マ：乳幼児期の愛着の形成はなぜ重要であるかについて、述べなさい。 

レポ－ト形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 7回授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 

     提出後、質疑応答・意見交換を第 10回授業時に教室で行う。 

事後学習：レポ－ト作成と質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教員　　特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　東京都心身障害者福祉センターや群馬県中央児童相談所での勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育児童基礎演習 （2単位） 

３．科目番号 GEBS2106 

２．授業担当教員 関 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育士資格取得に際して必修となる保育実習を見据え、保育実習Ⅰ直前に開講される「保育実習指導Ⅰ」

に先立っておこなわれる実習事前基礎学習を目的とする。実習生としての基本的心構えやマナー、および基

礎知識について具体的に学べるようにする。 

２年次秋学期実施の保育所実習、３年次春学期実施の施設実習に備え、実習概要の理解、実習日誌記録上

の注意点や保育実技の習得ができるよう講義と演習を行う。 

８．学習目標 

１．実習生としての心構えを体得する。 

２．保育実習の基本的知識や実習の概要を理解し、説明することができる。 

３．保育実習Ⅰに備え、保育所実習、施設実習の意義や実習園の概要などを調べ学習し説明することが出来

る。 

４.保育教材を作成し、教材を活用して環境構成の意味を習得する。 

５．基本的な保育技術(手遊び・読み聞かせなど)の習得および教材製作について学び、実践することができ

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．実習に向かうための心構えに関する課題。 

２．実習記録に伴う記述に関する課題。 

３．保育技術、教材作成に関する課題と提出物。 

４．その他（授業内のワークシート、リフレクションシート）。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

『保育者になる人のための実習ガイドブック A to Z』名須川知子監修 萌文書林、2020年 

【参考書】 

関口はつ江編『学びをいかす 保育実習ハンドブック』大学図書出版、2018年。 

東京福祉大学「保育実習の手引き」 

厚生労働省編『保育所保育指針解説書』 

その他 授業内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．実習生としての心構えを体得できるか。 

2．保育実習の基本的知識や実習の概要を理解し、説明することができるか。 

3. 基本的な保育技術(手遊び・読み聞かせなど)の習得および教材製作について学び、実践することができる

か。 

○評定の方法 

個別の授業態度、グループ活動への取り組み、提出物及びレポートを総合して評価する。 

1．授業態度及びグループ活動への取り組み ６０％ 

2．各提出物 ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実習は、子どもたちが生活するなかに入り、実際に触れ合うことのできる大切な場です。そのため、十分

な心構えと自覚、専門的知識と技術の準備が必要です。保育者になるために求められることは、広範囲にわ

たっています。身に付けた学びが保育のなかで生かされ、子どもたちの育ちに返っていくことを考えるとき、

授業での学びは大変重要な意味をもちます。現場での子どもの様子をイメージし、子どもの心のうちはどん

なだろうか、どう反応するだろうか、という思いをもって一つひとつの学びに取り組むことが必要です。 

保育実習についての不安や、質問事項については授業内で共有し、実習直前になって慌てることのないよう、

準備しましょう。教材研究ノート作成用に情報カード B6判２穴を用意してください。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス 

―実習とはなにか 

保育実習・教育実習の概要と履修方法、実習目的などー 

事前学習 

教科書『保育者になる人のための実習ガイド

ブック AtoZ』第 1章、第 2章及び「保育所保

育指針」第１章をよく読み保育所の役割と保

育士の仕事について理解する。 

事後学習 

「保育士倫理綱領」中のプライバシーの保護

について考えをまとめる。『保育実習の手引

き』「保育実習施設について」（p.8）を読み、

実習先施設について理解する。 

第２回 

保育所実習の基礎知識 

―認定こども園の基礎知識 

―DVDで学ぶ保育所、認定こども園の一日 

事前学習 

教科書、第 3章、第 4章、第 9章をよく読み、

保育所、認定こども園について、一日の生活

の流れをイメージしておく。 

事後学習 

保育所と認定こども園の一日の生活のなが

れの違いについて整理し、実習生としての留

意点と心構えを整理する。 

 



 

 

 

第３回 
保育現場における生活場面を考えてみる 

(実習に臨むにあたってー先輩の実習体験から学ぶー) 

事前学習 どんな場面があるのかを考えてみる。 

事後学習 
子どもの発達に応じた場面の違いや留意点

について考え、気付きをまとめる。 

第４回 

教材研究と保育技術(表現)の習得① 

保育環境や子どもの興味、関心、発達状況に応じた教材

の考え方 

事前学習 0歳～6歳までの発達過程を予習しておく。 

事後学習 
実習をイメージし、教材研究ノートの作成の

準備をする。 

第５回 

教材研究と保育技術（表現）の習得② 

（様々な表現方法を用いての演じ方の研究） 

乳児を対象に絵本、紙芝居、おもちゃなどを考える 

事前学習 
対象年齢を想定し、実習で読み聞かせをした

い絵本・紙芝居を選び、持参する。 

事後学習 
教材研究ノートに対象年齢に応じた絵本、紙

芝居、おもちゃなどのリストを作成する。 

第６回 

教材研究と保育技術(表現)の習得③ 

0.1歳児を対象としたふれあい遊びを演じる。 

（様々な表現方法を用いての演じ方の研究） 

パペットの活用、わらべうた、手遊び、乳児保育 

事前学習 

乳児保育をイメージし、パペット、わらべう

た、手遊びなど、実習で実践したいことを準

備してくる。今回の内容が記された教材ノー

トを提出できるように準備する。 

事後学習 

友だちと情報を共有し、増やしたレパートリ

ーを教材研究ノートに書き加える。気付きや

留意点についても記入する。 

第７回 

教材研究と保育技術(表現)の習得④ 

（様々な表現方法を用いての演じ方の研究） 

2.3.4.5歳児のいずれかの年齢を対象に素話をする。 

 

事前学習 

2.3.4.5 歳児のいずれかの年齢を対象に素話

ができるように覚えてくる。 

今回の内容が記された教材ノートを提出で

きるように準備する。 

事後学習 

友だちと情報を共有し、増やしたレパートリ

ーを教材研究ノートに書き加える。気付きや

留意点についても記入する。 

第８回 

教材研究と保育技術(表現)の習得と発表⑤ 

（様々な表現方法を用いての演じ方の研究） 

2.3.4.5歳児のいずれかの年齢を対象に、パペット、手

袋人形、ペープサート、エプロンシアター、パネルシア

ターの内、いずれか１つを作成し、演じる。 

 

事前学習 

2.3.4.5 歳児のいずれかの年齢を対象に、パ

ペット、手袋人形、ペープサート、エプロン

シアター、パネルシアターの内、いずれか１

つを作成し、演じられるように準備してく

る。今回の内容が記された教材ノートを提出

できるように準備する。 

事後学習 

友だちと情報を共有し、増やしたレパートリ

ーを教材研究ノートに書き加える。気付きや

留意点についても記入する。 

第９回 

教材ノートを提出する。 

発表。第 6回から第 8回で準備したものの内、1つを、 

子どもたちを前に演じることを想定し、導入から発表ま

で演じてみる。 

事前学習 各自、発表準備を進めておく。 

事後学習 
発表を振り返り、改善点や対象に応じたアレ

ンジの仕方について考える。 

第１０回 

発表。第 6回から第 8回で準備したものの内、1つを、 

子どもたちを前に演じることを想定し、導入から発表ま

で演じてみる。 

事前学習 各自、発表準備をする。 

事後学習 
実習を想定し、自分なりに、場面の構成や導

入、事前準備について具体的に考える。 

第１１回 

実習記録について 

記録の意義と書くポイントを理解する。 

・時系列記録とエピソード記録の書き方 

 

事前学習 

教科書、第 10章、第 11章をよく読んでくる。

『保育実習学習の手引き』「実習における留

意事項 2．実習記録について」（pp.17-28）も

熟読しておく。保育施設の一日のながれ、場

面ごとの環境や生活について予習しておく。 

事後学習 

配布資料「保育を見る着眼点」等から振り返

り、気づいたことを整理する。自己課題を整

理し、実習に向けて具体的な準備に取り掛か

る。 

第１２回 

実習記録について 

・記録の実際と省察 

・実習生の気づき、考察の意義と書き方を理解する。 

事前学習 

教科書、第 13章、第 14章、第 15章を読んで

くる。保育を振り返る行為について、その必

要性を考えておく。 

事後学習 
配布資料等から振り返り、気づいたことを整

理する。 

第１３回  総括（ー先輩の実習体験事例から学ぶー） 

事前学習 
1～13 回の授業をとおしての学びを踏まえ、

保育実習に関する学びを整理する。 

事後学習 
自己課題を整理し、実習に向けて具体的な準

備に取り掛かる。 

課題研究

１ 

課題研究 1-1：0.1歳児を対象にふれあいあそびを考え、演じられるようにしてくる（0.1歳児を対象にしたおもちゃや

手遊び、わらべうた、身体をつかったあそび、パペット、手袋人形、絵本、ペープサートでも良い）。 

       例えば、わらべうたなど、なぜそれを選んだのかを説明できるようにしてくる。どんな動作をしながら

楽しむのか、子どもはどんなところをおもしろがるのかを考え、演じる。 

実施時期及び提出期限：第 6回の授業時に演じられるようにする。第 6回授業後に教材ノート（課題研究 1-1を記入し

たカード）を提出する。 

課題研究 1-2：2.3.4.5歳児のいずれかの年齢を対象に素話をできるように覚えてくる。（例えば、おおきなかぶ、三匹



 

 

のこぶた、てぶくろ、三びきのやぎのがらがらどん、ももたろうなど。）なぜ、そのお話を選んだのか、

対象の年齢の子どもたちは、どんなところを楽しむのか、説明できるようにする。 

実施時期及び提出期限：第 7回の授業時に演じられるようにする。第 7回授業後に教材ノート（課題研究 1-2を記入し

たカード）を提出する。 

課題研究 1-3：2.3.4.5歳児のいずれかの年齢を対象に、パペット、手袋人形、ペープサート、エプロンシアター、パネ

ルシアターの内、いずれか１つを作成し、演じられるようする。なぜ、その題材を演じようと考えたの

か、対象の年齢の子どもたちは、どんなところに興味を持ち、楽しむのか、説明できるようにする。 

       また、どのような場面で演じるのか、導入の言葉がけ、演じ方についても説明できるようにする。 

実施時期及び提出期限：第 8回の授業時に演じられるようにする。第 8回授業後に教材ノート（課題研究 1-3を記入し

たカード）を提出する。 

事後学習：グループ内、クラス内からの指摘や感想を踏まえて、自身の気付きと留意点について教材ノートに書き込む。 

課題研究

２ 

研究課題 2：教材ノートを作成する。（各年齢、発達に応じた絵本、手遊び、わらべ歌、すきま遊びなどを調べ、習得し、

現場で使いたいと思うものを、教材ノートにまとめる） 

実施時期及び提出期限：第４回授業後から教材ノート作成準備に取り掛かり、第 11回の授業開始時に提出する。 

事後学習：保育現場での実践をイメージし、教材ノートにリストアップした内容の練習に取り組む。また、教材研究を

続け、現場で使えるリストを増やす。 

 



１．科目名（単位数） 保育児童専門演習 （2単位） 

３．科目番号 SJMP4172 

２．授業担当教員 保育児童学科教員 

４．授業形態 

演習 

原則として保育児童学科教員全員が分担して、ゼミ形式の授業を行

う。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育の専門性を深めるため、自己課題を見つけ、グループまたは個人でテーマ、学習目的を設定して指導

教員のもとで主体的に学習する。 

保育にかかわる理論的、実践的研究（文献購読、調査、討論等）、実践活動、実技研修をゼミ形式で行う。

実技の分野においては、研鑽を積んで実践における得意分野を作る一助とする。また、保育所・幼稚園・福

祉施設などにおける実践への参加、保育補助活動を通して実践力高める、新しい保育実践法（音楽、造形、

体育、児童文化等）の開拓、研究を行う、などがある。 

８．学習目標 

１ 保育に関する科目横断的な学習能力を習得する。 

２ 保育に関する現代的課題について、資料収集、現状分析、検討を行えるように   なる。 

３ 乳幼児の発達、保育実践法等に関する研究テーマ設定、研究法の学習、個人またはグループで研究課題に

即した研究活動、研究レポート作成を通して、研究の基礎を習得する。 

４ 保育に関わる問題解決のための、総合的考察、判断方法等について学び、問題解決をすることができる。 

５ これまでの自分の学びを振り返り、保育者として必要な知識・技能の確認、定着を図り、応用力を身につ

ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

グループによって活動目的、経過が異なるので、担当教員に任される。 

調査研究結果報告、実践報告、実技習得成果発表等、多様な形式による課題やレポートが課せられる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】各担当者によって提示される。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１保育に関する科目横断的な学習能力を習得する。 

２保育に関する現代的課題について、資料収集、現状分析、検討を行えるようになる。 

３乳幼児の発達、保育実践法等に関する研究テーマ設定、研究法の学習、個人またはグループで研究課題に

即した研究活動、研究レポート作成を通して、研究の基礎を習得する。 

４保育に関わる問題解決のための、総合的考察、判断方法等について学び、問題解決をすることができる。 

５これまでの自分の学びを振り返り、保育者として必要な知識・技能の確認、定着を図り、応用力を身につ

ける。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～５についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生のゼミナールへの参加意欲・態度について、研究計画の進捗状況、ゼミでの発言等から総合的に

評価する。（50％） 

・各受講生のゼミナール参加による知識理解や思考の深まり、研究法の習熟、表現力の向上について、ゼミ

で作成したレポートや実技などから総合的に評価する。（50％） 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

大学生活最後の仕上げの学習として、これまで得た専門的知識や身に付けた実践力をさらに深めましょう。

自ら学ぶ気持ちを持って、個性を生かした活動を目指して、研究へも実践へも一歩踏み込む意欲をもって参

加して下さい。一人ひとりが大切にされ、生かされる関係を作りながら、教員も学生も一緒に学びたいと考

えます。 

13．オフィスアワー 各担当者によって提示される。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 

第１回 
幼児体育関連分野 

現場での体育指導の在り方についての調査、観察研究、実践を通しての指導法の学習をする。 

第２回 

造形、表現関連分野 

造形活動表現をグループで体験しながら保育現場での活用方法を考え、また、子どもを囲むより良い環境の構成につい

ても造形表現の立場から考える。 

第３回 

音楽、表現分野 

音楽表現活動をグループで体験しながら、子どもの発達、保育現場での活用について考えていく。創作オペレッタ、ペ

ープサートによる音楽劇、創作手遊び曲集作りなどを行う。 

第４回 

保育理論分野 

保育思想、保育制度、海外の保育等に関する文献研究や、現在の保育理論に基づく多様な保育実践法についてフィール

ドワークを行う。 

第５回 
保育実践分野 

保育の「目的」（保育方針）、「保育内容」、「方法」、「教材研究」等保育実践に関する具体的学習活動をする。 



第６回 
児童福祉分野 

児童福祉関係機関への訪問、現場職員との交流、社会地域調査等を通して、福祉の実態に関する学習をする。 

第７回 
保育心理分野 

幼児の発達に即した保育実践法や保育のあり方等、現場体験を加えて発達と保育の理解を深める。 

第８回 

障害児保育、特別支援分野 

障害のある子どもや「気になる子ども」。統合保育のみならず、病院内保育、施設内保育など障害児療育のさまざまな

形態に触れながら、実践的なスキルを学習する。 

第９回 

小児保健分野 

小児保健、小児保健実習で学んだことの総復習、子どもたちの健康を守り、健全な発育を促す対策（感染症、事故防止、

救急看護、咀嚼力向上、歯科保健など）として、保育所、幼稚園、地方自治体などの取り組み等文献調査や実態調査を

行う。 

第１０回 
保育にかかわる関連分野 

幼小連携、学童保育、子育て支援などの諸問題に関する文献及び現場での体験的学習 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育内容（環境） （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP3133 

JNNT1103 
２．授業担当教員 荒木 由紀子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である「教育」を構成する５

領域のひとつである「環境」のねらいと内容を理解し、子どもを取り巻く環境について具体的な保育内容を

検討しつつ学びを深めることで、総合的に保育を展開していくために必要となる理論や知識を習得する。ま

た、身近な環境とのかかわりから導かれる子どもの育ちを理解した上で、好奇心や探究心を持って子どもが

自ら活動に取り組むことのできるような環境の設定方法について学ぶ。演習形式で学ぶことにより、本講義

で習得した理論や知識への理解をさらに深め、実際の保育現場での指導につながる実践力を養う 

８．学習目標 

・領域「環境」について学び、養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保

育を展開していくための知識、技術、判断力を習得する。 

・子どもの発達を領域「環境」の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学び、

実践できるようになる。 

・子どもと子どもを取り巻く身近な環境との相互作用から導かれる子どもの育ちを考察し、保育計画に基づ

いて環境を具体的に設定することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.事前学習に示された学習課題に取り組んで、授業に出席する。 

2.課題（事後学習）をまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

小田 豊・湯川秀樹編著『保育内容 環境』 北大路書房 2019年 

【参考資料】 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館 

幼稚園教育要領(平成 29年 3月告示 文部科学省) 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1）領域「環境」について学び、養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保

育を展開していくための知識、技術、判断力を習得することができた。 

2）子どもの発達を領域「環境」の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学び、

実践できた。 

3）子どもと子どもを取り巻く身近な環境との相互作用から導かれる子どもの育ちを考察し、保育計画に基づ

いて環境を具体的に設定する方法を理解することができた。 

○評定の方法 

上記の学習目標に基づいた規準を以下の方法で総合的に評価する。 

１．出席，参加，発表等から授業に取り組む姿勢 「授業態度」 （20％） 

２．各授業内の課題，中間レポート等  「小レポート」 （20％） 

３．学習内容を総括する課題   「期末レポート」 （60％） 

12．受講生への 

メッセージ 

保育者として、自分自身が人的環境であるということを自覚して下さい。幼児は様々な環境に興味関心を持

ちながら、あそびを展開していきます。子どもの思いに寄り添い、共感できる人であって欲しいと思います。 

そのためには子どもの目線に立ち、自身の興味関心をより広げて欲しいと思います。また、発表の機会やグ

ループ活動を多くとりますので、積極的な参加を望みます。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業概要の説明と進め方） 

「環境を通して行う保育」の意味① 

事前学習 
教科書の目次・第１章・第１節を読み、学習内容の

概観を把握する。 

事後学習 
子どもの発達にふさわしい環境について自分の考
えをまとめる。 

第２回 

環境を通して行う保育の意味② 

領域の意味、子どもの育ちと領域「環境」 

非認知能力を育む環境について 

事前学習 
幼稚園教育要領、教科書第２章・第１節を読み、要

点をまとめる。 

事後学習 
非認知能力を育むためにはどのような環境で何が
必要かを考える。 

第３回 子どもを取り巻く人的環境 

事前学習 
子どもが自ら環境に関わり、自発的に活動したくな

るためには、何が必要かを考える。 

事後学習 
子どもにとってふさわしい経験が積み重ねられる
ために、保育者に求められる視点について考える。 

第４回 子どもの成長を促す物的環境 

事前学習 
各指針・要領の「環境」におけるねらいや内容につ

いて読んでおく。 

事後学習 
保育室の環境構成のポイントをふまえ、自分なりに
構成する。 

第 5回 

グループ演習 

～身近な植物への関わり～ 

環境構成と子どものあそびや生活へのつながりを

事前学習 

幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第７

章を読み、子どもをとりまく環境について理解する

また関連する絵本等を用意しておく。 



 

 

考える 
事後学習 

保育現場における自然環境の取り扱いについて、自
分なりの考えをまとめる。 

第 6回 

グループ演習 

～科学性の芽生え～ 

環境構成と子どものあそびを考える 

事前学習 
科学性の芽生えとなるような環境や活動を考えて

おく。また関連する絵本等を用意しておく。 

事後学習 
保育現場における科学性の芽生えの取り扱いにつ
いて、自分なりの考えをまとめる。 

第 7回 

グループ演習 

～身近な生き物（昆虫やさかな、飼育動物など）

への関わりを考える～ 

       子どもと生き物の関係を考える 

事前学習 
身近な生き物をとおした経験や活動について考え

てくる。また関連する絵本等を用意しておく。 

事後学習 
子どもたちの活動場面から、さらにどのような展開
が予想されるか、生き物の命とその責任についても
考える。 

第 8回 

グループ演習 

～生活の中での数量や図形、文字や標識について

考える～ 

 

事前学習 

教科書第 8章を読み、数量、図形、文字、標識に対

する事例をまとめ、関連する絵本等を用意してお

く。 

事後学習 
さらに深い学びとなるための環境構成や働きかけ
について考えをまとめる。 

第 9回 

グループ演習 

～生活の中での行事や文化、情報機器について考

える～ 

事前学習 
教科書第８章・第５節、第９章を読み、自分が幼児

期に経験した事を記述しておく 

事後学習 
保育現場における行事や文化、情報機器の取り扱い
について、自分なりの考えをまとめる。 

第 10回 

指導計画と保育施設における安全管理 

環境をとおして行うための指導計画と設備や環

境、保健的環境や安全の確保について考える 

事前学習 

教科書第６章・第２節、第１１章を読み、指導計画

と保育施設における安全管理、環境をとおして行う

ための指導計画と設備や環境、保健的環境や安全の

確保について考える 

事後学習 
安全管理についての、具体的な取り組みと、場面ご
とのチェック項目について考える。 

第 11回 

グループ学習 

保育現場における事例をあげ、 

その保育展開と学びについて発表準備をする 

事前学習 対象年齢や場面、展開について考えてくる。 

事後学習 

子どもの気付きから活動の展開まで、子どもは、ど
んなことが楽しく、どんなことがあればもっとおも
しろくなると思うのか。その経験をとおして、何を
学んでいるのか、環境構成や配慮事項なども踏まえ
た、プレゼンができるよう、パワーポイントでの発
表の準備をする。 

第 12回 
道徳性の芽生えを培う環境及び小学校との連携を

考える 

事前学習 

教科書第１０章を読み「環境」からみた道徳性の芽

生えを考える。また小学校と保育施設との環境の違

いについて、具体的な場面や取り組みを考えてく

る。 

事後学習 
具体的な場面における『環境』についてあげ、それ
がどのように子どもの育ちとなるのかについて、説
明できるようにする。 

第 13回 

子どもたちの主体的な活動を促し、 

豊かな経験が積み重ねられる保育内容『環境』の

実践内容を指導計画としてまとめとレポート 

 

事前学習 
これまでの学びを振り返り、子どもたちの育ちに必

要な『環境』について、考えをまとめてくる。 

事後学習 
保育内容『環境』と、子どもの育ちとの関係につい
て、自分なりの考えをまとめる。 

課題研究

１ 

第１回～第４回の講義内容を踏まえて、「環境を通して行う保育」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚以上 文字サイズ 10.5ポイント 明朝体で 1400字以上 

留意点：特に「環境を通して行う保育」の意味と共に人的・物的環境について記すこと 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第６回授業終了後に行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し、学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

第５回～第 11回の講義内容を踏まえて、「保育現場における事例をあげ、その保育展開と学びについて」まとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚以上 文字サイズ 10.5ポイント 明朝体で 1000字以上 写真やイラストを入れるとよい。 

留意点：５歳児おける事例とする。 

実施時期：第 11回の授業終了後に行う。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第６回授業終了後に行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し、学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
保育内容（環境） （2単位） 

３．科目番号 

SSOT3414 

SCOT3414 

SJMP3133 ２．授業担当教員 関 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である「教育」を構成する５

領域のひとつである「環境」のねらいと内容を理解し、子どもを取り巻く環境について具体的な保育内容を

検討しつつ学びを深めることで、総合的に保育を展開していくために必要となる理論や知識を習得する。特

に、幼児期において育みたい「資質・能力の三つの柱」の視点を念頭に、身近な環境とのかかわりから導か

れる子どもの育ちを理解した上で、好奇心や探究心を持って子どもが自ら活動に取り組むことのできるよう

な環境の設定方法について学ぶ。演習形式で学ぶことにより、本講義で習得した理論や知識への理解をさら

に深め、実際の保育現場での指導につながる実践力を養う 

８．学習目標 

・領域「環境」について学び、養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保

育を展開していくための知識、技術、判断力を習得する。 

・子どもの発達を領域「環境」の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学び、

実践できるようになる。 

・子どもと子どもを取り巻く身近な環境との相互作用から導かれる子どもの育ちを考察し、保育計画に基づ

いて環境を具体的に設定することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.事前学習に示された学習課題に取り組んで、授業に出席する。 

2.課題（事後学習）をまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

谷田貝公昭監修『保育内容シリーズ環境』一藝社、2018 年 

【参考資料】 

文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

厚生労働省『保育所保育指針解説』フレーベル館 

幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月告示 文部科学省) 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成 29 年 3 月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省）  

その他，適宜資料配布 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1）領域「環境」について学び、養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保

育を展開していくための知識、技術、判断力を習得することができた。 

2）子どもの発達を領域「環境」の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学び、

実践できた。 

3）子どもと子どもを取り巻く身近な環境との相互作用から導かれる子どもの育ちを考察し、保育計画に基づ

いて環境を具体的に設定する方法を理解することができた。 

○評定の方法 

上記の学習目標に基づいた規準を以下の方法で総合的に評価する。 

１．出席，参加，発表等から授業に取り組む姿勢 「授業態度」 （20％） 

２．各授業内の課題，中間レポート等  「小レポート」 （20％） 

３．学習内容を総括する課題   「期末レポート」 （60％） 

12．受講生への 

メッセージ 

子どもたちの前に立つとき、現在の「育てられる」立場から「育てる」立場に身を置くことになる。保育者

自身が子どもたちにとって影響力の大きい人的環境であることを自覚し、その時々の子どもの思いを感じ、

共感できる良き理解者でありたい。保育者は日頃より、日常生活におけるさまざまなことがらに興味、関心

を抱き、子どもたちのよりよい生活をつくるため、自分に何ができるかを考えることが求められる。意欲的

にグループ学習に取り組み、豊かな発想を身に付け保育実践に生かしてほしい。 

1.授業に出席する 2.豊かな発想をもって意欲的に参加する 3.机上に授業に関連のないものは置かない 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業概要の説明と進め方） 

「環境を通して行う保育」の意味① 

事前学習 
教科書の目次・第 1章を読み、学習内容の概観を把

握する。 

事後学習 
子どもの発達にふさわしい環境について自分の考
えをまとめる。 

第２回 

環境を通して行う保育の意味② 

領域の意味、子どもの育ちと領域「環境」 

非認知能力を育む環境について 

事前学習 
幼稚園教育要領、教科書第 2・3 章を読み、要点を

まとめる。 

事後学習 
子どもが自ら環境に関わり、自発的に活動したくな
るためには、何が必要かを考える。  

第３回 子どもを取り巻く人的環境 

事前学習 
幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 4・

5章を読み、自分の考えをまとめる。 

事後学習 
子どもにとってふさわしい経験が積み重ねられる
ために、保育者に求められる視点について考える。 

第４回 
子どもを取り囲む物的環境 

室内環境、室外環境の構成について 
事前学習 

幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 7

章、8章を読み、自分の考えをまとめる。 



 

 

事後学習 
数量や文字などの学びにつながる経験や教材など、
具体的な保育場面をあげ、考えてみる。 

第５回 

子どもを取り囲む自然環境 

人と自然の関わりについて考える 

情報機器及び教材を活用する 

事前学習 

幼稚園教育要領の保育内容「環境」、教科書の第 6・

9・15章を読み、子どもをとりまく環境について理

解する。 

事後学習 
保育現場における自然環境、情報機器の取り扱いに
ついて、自分なりの考えをまとめる。 

第６回 

グループ演習(1) 

～身近な植物への関わりと食育活動について 

考える～ 

事前学習 

教科書第 11・12 章を読み、子どもの発達に応じた

興味、関心について学ぶ。また、身近な植物を収集

し、植物を使った遊びや食育活動とのつながりにつ

いても考えて来る。 

事後学習 
子どもたちの活動を見通し、どのような展開が予想
されるか、さらに深い学びにつながる環境構成につ
いて考えてくる。 

第７回 

グループ演習(2) 

～身近な生き物（昆虫やさかな、飼育動物など）

への関わりを考える～ 

 子どもと生き物の関係を考える 

事前学習 
身近な生き物をとおした経験や活動について考え

てくる。 

事後学習 
子どもたちの活動場面から、さらにどのような展開
が予想されるか、生き物の命とその責任についても
考える。 

第８回 

グループ演習(3) 

～身近な動物への関わりを考える～ 

動物飼育について理解を深める 

事前学習 
子どもと身近な動物に対する関わりについて、考え

てくる。 

事後学習 
生き物に対する、子どもたちの発達に応じた理解
と、触れ合う経験から学ぶことがらについて考え
る。 

第９回 

グループ学習（4） 

～園外保育を考える～ 

身近な動物園、水族館等を想定した園外保育につ

いて、情報機器及び教材の活用を検討する 

事前学習 

身近な動物園、水族館、地域資源等に関する資料を

収集し、園外保育が子どもたちの興味、関心に沿っ

た活動となるよう、情報機器等の活用も取り入れな

がら保育展開を考えてくる。 

事後学習 
活動後の情報発信には、どうようなことが考えられ
るかまとめてみる。 

第１０回 

グループ活動（5） 

数量や図形、文字や標識に対する感覚を身につけ

る 

事前学習 
教科書第 7章をもう一度読み、数量、図形、文字、

標識に対する事例をまとめてくる。 

事後学習 
さらに深い学びとなるための環境構成や働きかけ
について考えをまとめる。 

第１１回 

グループ活動（6） 

保育現場における事例をあげ、 

その保育展開と学びについて発表準備をする 

事前学習 対象年齢や場面、展開について考えてくる。 

事後学習 

子どもの気付きから活動の展開まで、子どもは、ど
んなことが楽しく、どんなことがあればもっとおも
しろくなると思うのか。その経験をとおして、何を
学んでいるのか、環境構成や配慮事項なども踏まえ
た、プレゼンができるよう、パワーポイントでの発
表の準備をする。 

第１２回 

グループ活動（7） 

保育現場における事例をあげ、 

その保育展開と学びについてグループごと発表す

る 

事前学習 パワーポイントでの発表準備をする。 

事後学習 
各グループからの質疑応答を受け、発表内容を見直
し、不足部分や改善点について考えてみる。 

第１３回 

・特別な配慮を要する子どもと『環境』及び 

小学校との連携及び保育現場における安全管理

について。 

・子どもたちの主体的な活動を促し、 

豊かな経験が積み重ねられる『環境』 

まとめとレポート 

事前学習 
これまでの学びを振り返り、子どもたちの育ちに必

要な『環境』について、考えをまとめてくる。 

事後学習 
保育内容『環境』と、子どもの育ちとの関係につい
て、自分なりの考えをまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：これまでの講義に内容（子どもが主体的に活動するための環境）と安全管理の視点を踏まえ、教科書、

第 10章を読み「指導計画と保育施設における安全管理」について、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000文字程度、手書き不可） 

提出期限：第 10回授業開始時に提出する。 

事後学習：子どもの主体的な活動を促す環境のなかでの安全管理について、保育場面や子どもの発達を念頭に、チェッ

ク場面を具体的に挙げてみる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：教科書、第 13章、第 14章を読み「特別な配慮を要する子どもと『環境』」について、レポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000文字程度、手書き不可） 

提出期限：第 11回授業開始時に提出する。 

事後学習：具体的な場面における『環境』についてあげ、それがどのように子どもの助けとなるのかについて、説明で

きるようにする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（健康） （2単位） 

３．科目番号 

SSOT2412 

SCOT2412 

SJMP1131 

SJMP2131 

JNNT1106 

２．授業担当教員 中村 裕 

４．授業形態 
配布資料による質疑応答形式およびグループディスカッショ

ンを主とした授業を行う。 
５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「子どもの保健」との関連性がもて、理解が深まる。 

７．講義概要 

保育内容を構成する領域「健康」について理解し、乳幼児の健康な心身の発達に及ぼす保育の可能性につい

て学ぶ。健康な生活および健康への関心について幼児に理解させる保育活動になるための支援の仕方、安全

教育や積極的な身体活動への援助について理解する。保育の全体構造における保育内容「健康」に関して総

合的に指導や援助が行えるよう、具体的な実践例を通して健康の内容やその他領域を総合的な展開の仕方に

ついて修得する。 

８．学習目標 

1. 幼児期の発育・発達を理解し、認識や思考を学び、自ら考え、問題解決できる力を身につける指導を、

保育活動で実践できるようにする。 
2. 幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育･保育要領における健康領域の「ねらい」「内容」につ

いて理解、習得して実践的な保育活動ができるようにする。  

3.  指導案の構成を理解出来、具体的な保育を想定した指導案を作成する。 
4.  自ら作成した指導案の基、模擬保育を行い、保育を改善する視点を身につける。   

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

子どもの健康に関する資料（各テーマ：発達、外遊び、健康増進、安全指導等）を配布し、保育者としての

立場から自分の考えについて述べる（発表およびレポート） 

発表後、またはレポート提出後、「課題」とし、グループごとにディスカッションをする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
新保育ライブラリ『保育内容 健康』「新版」北大路書房 

【参考書】 
『平成 29 年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領＜原本＞』チャ
イルド社 

文部科学省『幼稚園教育要領』フレーベル館 
文部科学省『幼保連携型認定こども園・保育要領』フレーベル館 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. スモールテストや課題レポートを通じて乳幼児の健康や発達について理解出来たかを評価基準とする。 
2. 外あそびの重要性をテーマに指導案を作成し、積極的なディスカッションを行い発表できたか。 
3. レポートならびに期末試験に於いて、自分の意志や考え方を論理的に記述できたか。 

○評定の方法 
1. 課題レポート 30％ 
2. テーマ発表  20％ 

3. スモールテスト（毎時間）20％ 
4. 期末試験   30％       計 100％ 

尚、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は認めない。  

12．受講生への 

メッセージ 

 健康は生活、活動の基本である。幼児期に健康的な生活習慣を身につけることは、将来の幸福な生活に向

けての基礎づくりともいえる。それにはまず、からだに対する興味や関心を持たせ、健康の意義を指導する

ことが大切である。また、乳幼児期は自分のからだを管理することは不可能に近いため、保育者の指導・援

助方法を学ぶことも不可欠である。本講義は子どもが健康な生活を送るために、必要なものは何か。何を身

につけるべきか。を学ぶことはもとより、保育者にとっての健康にも着目し、自らの生活習慣も振り返り、

保育者自身も健康であってほしいと願っている。 

 

 本講義は主にディスカッション形式で進める為、意見や考えを積極的に述べる授業参加を期待する。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
（領域健康のめざすもの及びねらいと内容の解説） 

事前学習 
領域健康の学習ノートを準備し講義に臨むこと 
領域健康のねらいと内容を確認する 

事後学習 領域健康のねらいと内容をまとめる 

第２回 
幼児の健康（健康の定義、健康状態の把握）など WHO
の健康の定義を踏まえた上で領域「健康」のねらい
や捉え方を考察する 

事前学習 「幼児にとって健康とは何か」についてまとめる 

事後学習 幼児の健康と健康の状態を復習する 

第３回 
幼児の発達理解（乳幼児の形態面の発達）と生理機
能の発達 

事前学習 教科書から発育発達、生理機能についてまとめる 

事後学習 形態面の発育、生理機能の発達についてまとめる 

第４回 
運動機能の発達（運動の発達、運動能力の発達）と
幼児の体格・運動能力の測定法 

事前学習 
資料から乳幼児の運動面の発達についてまとめ
る 

事後学習 
幼児の体格・運動能力の測定方法について実践し

てみる 

第５回 
幼児の遊びの発達と健康について（遊びの意義と遊
びの発達過程が人間関係や社会性の発達との関連
性が学童期に影響することを学ぶ） 

事前学習 
幼児の遊びの重要性を活動の総合性と自発性と
の関連でまとめる。自分の遊び体験を含める 

事後学習 
乳幼児にとっての遊びの重要性についての考え

方をまとめる 



 

 

第６回 
幼児の遊びの発達と健康（発達過程における幼児の
遊びの意味と変化がこれからの子どもの成長に与
える影響について） 

事前学習 伝承遊びの種類を調べる 

事後学習 
様々な運動遊びの方法とそこに含まれる多様な

ねらいをまとめる 

第７回 

幼児の生活スタイルの現状と問題点（運動習慣、睡
眠、排泄、衣服の着脱、清潔、食育）1 日の園の生
活を踏まえて基本的生活習慣を身につけさせるた
めの学習指導案を作成し発表する 

事前学習 基本的生活習慣の問題点を調べる 

事後学習 
問題点について、どのような方法で改善できるか

まとめる 

第８回 

幼児の安全管理と安全教育（必要性、事故・障害の
発生状況）幼児の事故の原因と特徴 
最近起こりえた事故や事件のニュースを教材とし
て研究する 

事前学習 安全管理と安全教育を調べる 

事後学習 
幼児が事故に遭わないようにするためには保育

者のどのような配慮が必要かまとめる 

第９回 
幼児がかかりやすい病気や感染症について資料や
文献からまとめ、現場での予防、対処、処置を考察
する 

事前学習 幼児のかかりやすい病気を調べる 

事後学習 
感染経路、予防、罹患したときの対処法をまとめ

る 

第１０回 
園の生活で頻度が高いケガの知識を習得し、現場で
必要な応急処置法を映像や実践で学ぶ 

事前学習 ケガの応急処置法を調べる 

事後学習 応急処置法で重要な点をまとめる 

第１１回 
重篤な応急処置として心肺蘇生法についてダミー
を使用して演習を行う。大人と幼児のやり方の違い
を把握する 

事前学習 心肺蘇生法について調べる 

事後学習 心肺蘇生法のやり方をまとめる 

第１２回 

模擬保育① 
3・4歳児の運動遊びの指導法の指導案を作成し模擬
保育を行う 
また、現場において情報機器や教材の効果的な活用
について考察する 

事前学習 3・4歳児の運動発達を理解して指導案を作成 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

第１３回 

模擬保育② 
5 歳児の運動遊び指導法の指導案を作成し模擬保育
を行う 
また、現場において情報機器や教材の効果的な活用
について考察する 

事前学習 5歳児の運動発達を理解して指導案を作成 

事後学習 当日の反省と次への発展の仕方をまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回〜第６回の講義内容を踏まえて「子どもの体力および運動能力低下」についてレポートにまと

める。 

レポート形式：A4用紙１〜２枚（1、000〜１、400字程度） 

実施期間：第６回の授業後に実施する。 

提出期間：第７回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回〜第１０回の講義内容を踏まえて「園児が安全かつ健康に園生活を送るために保育者はどのよ

うな援助が必要か」各自現場に立ったことを想定してレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１〜２枚（1、000〜１、400字程度） 

実施期間：第１０回の授業後に実施する。 

提出期間：第１１回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換で学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容（表現）／表現（保育児童福祉専修） （2単位） 

３．科目番号 SJMP1135 

２．授業担当教員 林 麻由美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

乳幼児は日常生活や遊びの中で、イメージを自由に膨らませながら豊かな表現を見せてくれる。保育者には、

そのような乳幼児一人ひとりのあるがままの姿を捉え、意志のある「表」と無意識のうちに現れる内的変化

である「現」をそれぞれ大切に受け止めるための理解力を身につけることが必要である。 

本講義では、講義と演習を通して、乳幼児における表現の意味を理解し、表現の萌芽に気づき、その表現に

対し、適切に対応できる応答力を身につける。 

８．学習目標 

1．保育内容「表現」のねらいと内容について理解し、説明することができる。 
2．乳幼児の発達段階による「表現」の違いを理解し、説明することができる。 
3．自ら表現することにより、自己発見、自己認識を経て、保育者自身が豊かな表現者となるよう、自己表現
力を高める。 

4．乳幼児の「表現」を支える保育者の役割について理解し、説明することができる。 
5．乳幼児の「表現」を援助するための方法を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１. 授業内容に即して活動の準備 
２．教科書の読みとりとまとめ 
３．発表の準備と内容に関するレポートの提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
小林紀子・砂上史子・刑部育子編著新しい保育講座 11『保育内容「表現」』ミネルヴァ書房 2019。 
【参考書】 
無藤隆 監修『事例で学ぶ保育内容 領域表現』萌文書林。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
幼稚園教育要領、幼稚園教育要領（平成29年3月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29年 3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1．保育内容「表現」が設定された背景及びねらい、内容について理解することができたか。 
2．自ら表現することにより、自己発見、自己認識を経て、自己表現力を高めることができたか。 
3．乳幼児の発達段階による「表現」の違いを理解し、説明することができるか。 
4．乳幼児の「表現」を支える保育者の役割について理解し、説明することができるか。 
5．乳幼児の「表現」を援助するための方法を身につけ、実践することができるか。 
○評定の方法 
①授業への取り組み・発表内容  総合評価の 40％ 
②提出物（レポートを含む）   総合評価の 30％ 
③筆記試験           総合評価の 30％ 
①から③までを総合的に評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

学習目標が達成できるよう努力しましょう。 
幼児理解を深め，未分化な幼児の表現活動を捉え，的確に援助できるようになりましょう。 
自らの表現力をみがきましょう。自然の美しさや日々の変化に気づく感受性を育てましょう。 

色々な文化的経験を積みましょう。 

13．オフィスアワー 授業内にて周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（シラバス説明・授業概要） 
事前学習 教科書第１章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第２回 領域「表現」の誕生とそれ以前の保育内容について 
事前学習 教科書 pp.93～99を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第３回 領域「表現」のねらいと内容について① 
事前学習 教科書 pp.100～106を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第４回 領域「表現」のねらいと内容について② 
事前学習 教科書 pp.100～106を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第５回 乳幼児の発達と表現 
事前学習 教科書 pp.21～28を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第６回 季節を意識した平面制作とお話の発表と振り返り 

事前学習 発表の準備。 

事後学習 
制作とお話作り、発表に関する振り返りを行

う。 

第７回 諸感覚を通しての感性と表現 
事前学習 教科書 pp.37～40を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第８回 音楽表現、身体表現（歌唱、リズム遊びなど） 
事前学習 歌唱に慣れておく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第９回 音楽表現、身体表現（音楽に合わせて身体を動かすなど） 
事前学習 ストレッチをしておく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１０回 子どもの表現を支える保育者の役割を考える。 
事前学習 教科書第 8章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１１回 造形表現の教材と指導法 
事前学習 教科書第 11章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

第１２回 音楽表現の教材と指導法 
事前学習 教科書第 12章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 



 

 

第１３回 まとめ（保育内容「表現」における今後の課題 
事前学習 教科書第 13章を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだことの復習。 

課題研究

１ 

課題「季節をテーマにした平面制作」 

事前に行うこと：折り紙を折ることに慣れておく。季節を感じさせるテーマを見つけ、構想を練る。下書き。 

折り紙、新聞紙、お菓子の包み紙、その他の素材を使用して白画用紙に制作する。その際、折り紙での制作物を２種類

以上取り入れること。 

形式：白画用紙（8つ切３８×２７cm）に制作する。作品は写真を撮りメールに添付して送る。または、作品自体を郵

送する。 

実施時期：第４回の授業後。 

提出期限：第５回の授業後。 

事後学習：作品を制作する段階で感じたこと、考えたことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題「季節をテーマにした平面制作に基づくお話作り」 

１、課題研究１で制作した制作物のタイトルとその制作物に関連づけた子どもに向けたお話を考えまとめる。 

２、今回の表現活動全体を通しての感想をまとめる。 

レポート形式：課題研究１の作品と一緒にメールまたは郵便で送る。(1,2とも 500〜600字程度) 

実施時期：第 4回の授業後 

提出期限：第 5回の授業後 

事後学習：保育現場を想定し、子どもたちの前で自身の作品のお話をする練習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容総論 （2単位） 

３．科目番号 SJMP2130 

２．授業担当教員 瑞穂 優 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育者として保育内容を考える際、保育内容の５領域や子どもの活動に対する理解は重要である。しか

し、子どもの実態に応じて保育を構想するためにはこれらの理解のみでは十分条件とはならない。これら

に加えて、養護と教育が一体的に展開する保育、環境を通して行う保育、遊びによる総合的な保育といっ

た一連の保育内容の展開に関する考え方への理解が深まることで、はじめて目の前の子どもの姿から具

体的に保育を構想することが可能となる。本講義の目的はここにあり、子どもの姿から保育を構想してい

く際に必要な考え方を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

１．保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園保育・教育要領に基づいた現代の保育の全体的な構

造を理解し、説明できる。 

２．保育の歴史的変遷について学び、保育の基本及び保育内容について「保育の目標」、「子どもの発

達」、「保育の内容」を関連付けて説明できる。 

３．子どもの生活や遊びの総合性を理解し、保育内容を領域別に指導するのでは無く、相互関連性等を踏

まえた総合的な指導の在り方を理解する。特に、各領域が発達を捉える視点であることを具体的に説明

することができる。 

４．子どもの発達の特性や発達過程を踏まえた観察や記録の観点を習得し、子ども理解を深める姿勢を身

に付ける。 

５．多様な保育展開について学び、子どもの育ちに相応しい保育を構想することができる。 

６．現代社会における様々な保育課題を知り、常に保育者としての資質と専門性の向上に努める姿勢を身

に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

１．ワークシート（授業で配布します）を仕上げて提出する。 

２．課題（事例）を読み、まとめる。 

10．教科書・参考書・教

材 

【教科書】 
関口はつ江『実践理解のための保育内容総論』大学図書出版 

【参考資料】 

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の基準 

１．授業に対する参加態度（授業に臨む姿勢、個別学習・グループ学習における課題への取り組み）は意

欲的であったか。 

２．提出物の期日は順守できたか、取り組みの内容は十分なものであったか。 

３．（試験）授業を踏まえて学習目標に示された内容が定着していたか。 

(レポート）テーマに沿って分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

○評定の方法 

１．授業態度 50% 

２．提出物とその内容 20% 

３．期末試験もしくは期末レポート 30%  

12．受講生への 

メッセージ 

乳幼児期は人間の根っこをつくる時期だと言われています。その大切な時期の生活を支えるのが保育者

です。従って保育者には重い責任があります。自分はどのような保育者になりたいか、どのような保育を

したいのか、常に考えながら、しっかり学んでほしいと思います。 

１．授業にきちんと出席する。（遅刻、欠席はしないようにする。途中退席時は報告する。）２．私語は慎

む。３．スマートフォンや携帯電話は鞄の中にしまう。４．課題は必ず提出する。この４つは守ってくだ

さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 これまでの学びのふりかえり 
事前学習 １年次で学んだ内容をふりかえってくる。 

事後学習 
「保育」という言葉の意味について振り返り、ま
とめておく。 

第２回 保育所・幼稚園・認定こども園 
事前学習 

保育所・幼稚園・認定こども園の違いをまとめて
くる。 

事後学習 
保育所・幼稚園・認定こども園の共通点について
理解を深めておく。 

第３回 子どもの生活と保育 
事前学習 自分の子ども時代の生活について考えてくる。 

事後学習 
現代の子どもたちの生活について、ワークシート
をまとめる。 

第４回 子どもの発達と保育 
事前学習 自分のこれまでの発達について考えてくる。 

事後学習 発達と保育について、ワークシートをまとめる。 

第５回 子どもを育てるむずかしさと保育のニーズ 
事前学習 

現代社会で子どもを育てるむずかしさについて
考えてくる。 

事後学習 
現代社会の保育ニーズに関するワークシートを
まとめる。 



 

 

第６回 

保育所で展開される生活と保育内容① 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・こども園教育・

保育要領と保育内容 

事前学習 教科書第 4章を読んでくる。 

事後学習 指針、要領について理解を深める。 

第７回 
保育所で展開される生活と保育内容② 
いろいろな保育の形態 

事前学習 自分の通った園について思い出してくる。 

事後学習 
いろいろな保育形態に関するワークシートをま
とめる 

第８回 
保育所で展開される生活と保育内容③ 
保育の形態と子どもの育ち 

事前学習 
子どもの育ちと保育形態の関係について考えて
くる。 

事後学習 子どもの育ちに関するワークシートをまとめる。 

第９回 
子どもの育ちと保育① 
０～２歳児の発達と保育内容 

事前学習 教科書第６章を読んでくる。 

事後学習 乳児期の保育に関するワークシートを仕上げる。 

第１０回 
子どもの育ちと保育② 
３～５歳児の発達と保育内容 

事前学習 教科書第７章を読んでくる。 

事後学習 
３～５歳児の保育に関するワークシートを仕上
げる。 

第１１回 遊びの意義と保育内容 
事前学習 遊びがなぜ大切か考えてくる。 

事後学習 
遊びと保育内容に関するワークシートをまとめ
る。 

第１２回 保育内容の変遷とその背景 
事前学習 教科書第３章を読んでくる。 

事後学習 保育の歴史に関するワークシートを仕上げる。 

第１３回 まとめ 
事前学習 授業を振り返ってくる。 

事後学習 期末テストの準備をする。 

課題研究

１ 

課題テーマ：幼稚園での生活について書かれた事例を読み、保育形態と子どもの育ちについて以下の点を中心にまとめ

る。 

①自由保育とはどのような保育か 

②このような保育の良さと難しさについて 

レポート形式：原稿用紙２～３枚または、A4用紙（800～1200字） 

※第８回の授業時に＜事例プリント＞を配布するので、第９回の授業時に提出する。 

事後学習：添削されたレポートを確認し、不足している知識を確かめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：保育者として、子どもとどのようにかかわるか、事例を読み、以下の点を中心にまとめる。 

①子どもに寄り添うことはなぜ大切なのか 

②子どもに寄り添うことのむずかしさをどのように克服するか 

レポート形式：原稿用紙２～３枚または、A4用紙（800～1200字） 

※第 10回の授業時に＜事例プリント＞を配布するので、第 11回の授業時に提出する。 

事後学習：添削されたレポートを確認し、考察を深める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容総論 （2単位） 

３．科目番号 SJMP2130 

２．授業担当教員 関 容子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育者として保育内容を考える際、保育内容の５領域や子どもの活動に対する理解は重要である。しかし、

子どもの実態に応じて保育を構想するためにはこれらの理解のみでは十分条件とはならない。これらに加え

て、養護と教育が一体的に展開する保育、環境を通して行う保育、遊びによる総合的な保育といった一連の

保育内容の展開に関する考え方への理解が深まることで、はじめて目の前の子どもの姿から具体的に保育を

構想することが可能となる。本講義の目的はここにあり、子どもの姿から保育を構想していく際に必要な考

え方を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

１．保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園保育・教育要領に基づいた現代の保育の全体的な構造

を理解し、説明できる。 

２．保育の歴史的変遷について学び、保育の基本及び保育内容について「保育の目標」、「子どもの発達」、

「保育の内容」を関連付けて説明できる。 

３．子どもの生活や遊びの総合性を理解し、保育内容を領域別に指導するのではなく、相互関連性等を踏ま

えた総合的な指導の在り方を理解する。特に、各領域が発達を捉える視点であることを具体的に説明する

ことができる。 

４．子どもの発達の特性や発達過程を踏まえた観察や記録の観点を習得し、子ども理解を深める姿勢を身に

付ける。 

５．多様な保育展開について学び、子どもの育ちに相応しい保育を構想することができる。 

６．現代社会における様々な保育課題を知り、常に保育者としての資質と専門性の向上に努める姿勢を身に

付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.事前学習に示された学習課題に取り組んで、授業に出席する。 

2.課題（事後学習）をまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
関口はつ江『実践理解のための保育内容総論』大学図書出版 

文部科学省・厚生労働省・内閣府『幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育

要領』チャイルド本社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．授業に対する参加態度（授業に臨む姿勢、個別学習・グループ学習における課題への取り組み）は意欲

的であったか。 

２．提出物の期日は順守できたか、取り組みの内容は十分なものであったか。 

３．（試験）授業を踏まえて学習目標に示された内容が定着していたか。 

(レポート）テーマに沿って分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

○評定の方法 

１．授業態度 50% 

２．提出物とその内容 20% 

３．期末試験もしくは期末レポート 30%  

12．受講生への 

メッセージ 

子どもたちにとって、充実した楽しい体験が積み重ねられていくためには、友だちや保育者との関わり、ふ

さわしい環境構成など、総合的な保育の方法が必要になる。いま、目の前にいる子どもがどのような思いを

抱えているのか、何をしたいのか、何が育っているのか、ということを捉える視点を養い、子どもたちの活

動が、さらに主体的に展開される保育内容の充実とその面白さを共に考えたい。 

1.授業に出席する 2.豊かな発想をもって意欲的に参加する 3.机上に授業に関連のないものは置かない 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
幼稚園教育要領、保育所保育指針に示された教育
の基本をふまえ、遊びや生活をとおして総合的に
学ぶ 

事前学習 
保育所・幼稚園・認定こども園における子どもたち
の一日の生活をイメージしておく。 

事後学習 
子どもにとってどんな経験が大切かを考え、まとめ
る。 

第２回 
子どもの発達と保育内容―幼稚園教育要領、保育
所保育指針における各領域のねらい、内容、指導
上の留意点をふまえて― 

事前学習 
幼稚園教育要領の第２章の前文及び教科書第 1・2
章を読んでおく。 

事後学習 
各領域が相互に関連しながら、総合的に指導される
ことの意味を理解し、考えをまとめる。 

第３回 保育内容の歴史的変遷 

事前学習 教科書第 3章を読んでおく。 

事後学習 
各時代における幼児教育の指導者と実践について
確認する。 

第４回 保育方法と保育内容 

事前学習 教科書第 4章を読んでおく。 

事後学習 多様な保育形態について理解する。 



 

 

第５回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認

定こども園教育・保育要領について（１） 
 －保育所保育指針の理解、及び保育所における
乳幼児の経験と発達に即した保育と、小学校の教
科とのつながりを考える－ 

事前学習 
保育所保育指針の第１章及び教科書第 5 章を読ん
でおく。 

事後学習 保育所保育指針を読み、保育内容の理解を深める。 

第６回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認

定こども園教育・保育要領について（２） 
 －幼稚園教育要領の理解、及び幼稚園における
幼児の経験と発達に即した保育と、小学校の教科
とのつながりを考える－ 

事前学習 
幼稚園教育要領の第１章及び教科書第 6 章を読ん
でおく。 

事後学習 幼稚園教育要領を読み、保育内容の理解を深める。 

第７回 

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認

定こども園教育・保育要領について（３） 
 －認定こども園法・制度の理解と保育内容－ 

事前学習 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領第１章及び
教科書第 7章を読んでおく。 

事後学習 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領を読み、保
育内容の理解を深める。 

第８回 
情報化社会における保育の課題 
－情報機器や教材について研究し、望ましい教材
の活用法を習得する－ 

事前学習 
情報化社会における子どもをとりまく状況を調べ
教科書第 13章も読んでおく。 

事後学習 
20 年後、30 年後の社会を生きる子どもたちに必要
な力について、自分の考えをまとめる。 

第９回 
教育課程・保育の全体計画と指導計画、及び指導
案の作成（3歳未満児） 

事前学習 
教科書第 8章及び幼稚園教育要領・保育所保育指針
に示されている教育課程・保育の全体計画の箇所を
読んでおく。 

事後学習 個別の指導計画の作成について理解する。 

第１０回 
教育課程・保育の全体計画と指導計画、及び指導
案の作成（3歳児） 

事前学習 教科書第 9章を読んでおく。 

事後学習 
満 3歳児クラス、3歳児入園など、保育施設により
繰り広げられる 3歳児保育について理解する。 

第１１回 
・教育課程・保育の全体計画と指導計画、及び指
導案の作成（3歳以上児） 

・小学校との連携 

事前学習 教科書第 10・11・12章を読んでおく。 

事後学習 
子どもの生活の具体事例から学びの連続性を確認
し、保育実践における留意点についてまとめる。 

第１２回 
・子育て支援と保育内容 
・遊びや生活をとおして学ぶということ 

事前学習 
園が行う子育て支援について調べてくる。 
また、改めて、子どもにとっての学びを考える。 

事後学習 
子どもと保護者の状況を理解し、現代社会と多様な
保育についての考えをまとめる。 

第１３回 授業内容のまとめとポイントの検証 

事前学習 授業で学んだことを振り返る。 

事後学習 自分なりの保育実践の在り方を考える。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「子どもや子育て家庭を取り巻く現状とその課題について」具体的な内容をあげ、あなたの考えをま

とめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000文字程度、手書き不可） 

提出期限：第４回授業開始時に提出する。 

事後学習：子どもや子育て家庭を取り巻く現状とその課題において、どのような取り組みがなされ、何処で、どのよう 

な支援が受けられるかを調べ、把握する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「改正虐待防止法成立の背景と、改正のポイントについて」まとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000文字程度、手書き不可） 

提出期限：第 8回授業開始時に提出する。 

事後学習：家庭、保育現場など、あらゆる場面での子どもの虐待について考え、必要な支援のあり方や保育者として課 

せられた職務について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容総論Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SJMP4130 

２．授業担当教員 瑞穂 優 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「保育内容総論」の授業内容をふまえて、その応用、発展的な学習を目指す。幼稚園実習及び保育所実習
の経験を活用させ、グループワークを取り入れながら現場の保育内容について検証する。また、保育内容

に関する知識・理解を深めるために、様々な保育実践事例を取り上げ、事例から子どもの発達の可能性を
見いだす視点を養うと共にその保育内容について総合的に検証・評価する。 

８．学習目標 

・子どもをとりまく社会的状況を理解し、説明することができる。 

・幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができる。 

・よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができる。 

・様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論することができる。 

・保育全体への視野を広げ、保育内容を総合的に検証・評価する力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

ワークシート（授業で配布します）を仕上げて提出する。 

保育指導案を作成し、提出する。 

期末レポート 

10．教科書・参考書・教

材 

【参考資料】幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

１．幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができるか。 

２．よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができるか。 

３．様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論できるか。 

○評定の方法 

 授業への積極的参加態度、課題への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1 積極的授業態度  総合点の 30％ 

2 課題への取り組み 総合点の 30％ 

3 期末レポート   総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業ではこれまでの実習を振り返るとともに、今後の実習に向けて指導案を作成したり、事例を検討

することで、子どもや保護者の気持ちの理解を深めるとともに、保育者としてのふるまい方を学んでほし

いと思います。 

まもなく保育者として社会に羽ばたく皆さんですので、１．遅刻、欠席、退席の際は理由を報告する ２．

聞くときはしっかり聞くとともに話すときは相手のためにしっかり話す ３．スマートフォンや携帯電

話は鞄の中にしまう この３つはしっかり守ってください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業の概要とすすめ方 
～これまでの実習と今後の課題～ 

事前学習 これまでの実習日誌を読み返してくる。 

事後学習 自分の保育の課題を考える。 

第２回 保育内容と子どもの育ち 
事前学習 

保育内容が子どもに与える影響について考えて
くる。 

事後学習 子どもの育ちと環境についてまとめる。 

第３回 
実習のふりかえり～次の実習に向けて主活動指導
案作成～ 

事前学習 
主活動指導案を作成しながら自分の保育をふり
かえる。 

事後学習 指導案を修正する。 

第４回 
教材研究 
～グループワーク～ 

事前学習 実習での反省を活かした保育内容を考えてくる。 

事後学習 保育内容についてのワークシートをまとめる。 

第５回 
関係を育む遊び（１） 
～じゃんけん～ 

事前学習 いろいろなじゃんけん遊びを調べてくる 

事後学習 じゃんけんを使った遊びについてまとめる。 

第６回 
関係を育む遊び（２） 
～鬼ごっこ～ 

事前学習 いろいろな鬼ごっこを調べてくる。 

事後学習 鬼ごっこの発達についてまとめる。 

第７回 
創造性を育む遊び 
～製作遊び～ 

事前学習 創造性を育む遊びを見つけてくる。 

事後学習 創造性を育む遊びについてまとめる。 

第８回 
主体性を育む遊び 
～ごっこ遊び～ 

事前学習 自分が好きだったごっこ遊びを思い出してくる。 

事後学習 主体性とはなにかまとめる。 

第９回 模擬保育（１）～制作活動～ 
事前学習 模擬保育（制作活動）の準備をしてくる。 

事後学習 模擬保育のまとめと自分の課題をふりかえる。 

第１０回 模擬保育（２）～ルールのある遊び～ 
事前学習 模擬保育（ルールのある遊び）の準備をしてくる。 

事後学習 模擬保育のまとめと自分の課題をふりかえる。 

第１１回 子どもの気持ちに寄り添う保育 事前学習 子どもの気持ちに寄り添うとはどういうことか、



 

 

考えてくる。 

事後学習 
どのような保育者になりたいか、なれるかまとめ

る 

第１２回 保育者同士の協働と保育 

事前学習 園での保育者同士の関係について考えてくる。 

事後学習 
保育者同士の協働の大切さについて振り返って

おく。 

第１３回 授業のまとめ 
事前学習 授業をふりかえってくる。 

事後学習 期末レポートをまとめる。 

課題研究

１ 

課題テーマ：事例研究 

内容：2つの保育事例を読み、子どもの育ちと保育についてレポートをまとめる。 

第 4回の授業で課題を配布する。第 5回の授業で提出する。 

事後学習：添削されたレポートを確認し、考察を深める。 

課題研究

２ 

課題テーマ：保育指導案の作成 

内容：第 4回～第 8回の授業内容をふまえて、指導案を作成する。 

指導案用紙 2～3枚 

第 9、10回の授業で使用するので、必ず持参する。 

事後学習：添削された指導案を修正する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容総論Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SJMP4130 

２．授業担当教員 鈴木 美子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「保育内容総論」の授業内容をふまえて、その応用、発展的な学習を目指す。幼稚園実習及び保育所実習の

経験を活用させ、グループワークを取り入れながら現場の保育内容について検証する。また、保育内容に関
する知識・理解を深めるために、様々な保育実践事例を取り上げ、事例から子どもの発達の可能性を見いだ
す視点を養うと共にその保育内容について総合的に検証・評価する。 

８．学習目標 

・子どもをとりまく社会的状況を理解し、説明することができる。 

・幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができる。 

・よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができる。 

・様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論することができる。 

・保育全体への視野を広げ、保育内容を総合的に検証・評価する力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・３歳児から５歳児の発達の特徴をまとめます。 

・保育の内容の教材研究の提出物と模擬保育を通した学びについてレポートを作成します。 

幼児の主体性を育む保育の在り方を、幼児が自ら遊びを進めたり生活を営んでいったりしようとする幼児

の視点から考えられる眼を培いましょう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】 

『保育講座 保育のいとなみ 子ども理解と内容・方法』日本保育学会編 
厚生労働省『保育所保育指針』フレーベル館 

【参考資料】 

幼稚園教育要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29年 3月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができるか。 

２．よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができるか。 

３．様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論できるか。 

○評定の方法 

 授業への積極的参加態度、課題への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1 積極的授業態度  総合点の 30％ 

2 課題への取り組み 総合点の 30％ 

3 期末レポート   総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

幼稚園教諭資格取得のための総合的な必修科目です。授業中のマナーや意欲、教育者（保育者）としての考

え方などを大切にしたいと思います。知識や技術だけではない教育者としての人格、資質を養うよう日常行

動に気をつけましょう。自分から考え、他の人の良いところを学び、自己を向上させる積極的な姿勢を期待

します。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「保育内容総論」で学んだことを振り返る 
―幼稚園教育要領、保育所保育指針における教育
の基本、及び各領域のねらい、内容、全体構造を
中心に― 

事前学習 
「保育内容総論」のノート、テキストを参考にして
学んだことを復習しておく。 

事後学習 
「保育内容総論」と「保育内容総論Ⅱ」の関係につ

いてまとめておく。 

第２回 

保育実践事例を基に保育実践の動向を知り、乳幼

児の発達と学習、保育内容について考える（１） 
－乳児の学習と保育内容－ 

事前学習 乳児保育について復習しておく 

事後学習 
授業で採り上げた保育実践事例について自分の考

えをまとめる。 

第３回 

保育実践事例を基に保育実践の動向を知り、乳幼

児の発達と学習、保育内容について考える（２） 
－幼児の学習と保育内容－ 

事前学習 ３、４，５才児の保育について復習しておく 

事後学習 
授業で採り上げた保育実践事例について自分の考

えをまとめる。 

第４回 作成した指導案をふまえた模擬保育の実践 

事前学習 模擬保育のシミュレーションを行う。 

事後学習 
模擬保育を振り返り、「保育内容の総合性」の視点

から「保育の環境、指導・援助」について考察する。 

第５回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―子
ども理解への評価―（１） 

事前学習 
「保育内容総論」で学んだこと、実際の保育で生じ
た課題を整理しておく。 

事後学習 
保育内容について、「考え」、「理解」することの意

味をまとめる。 

第６回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―発
達の見通しと言葉かけへの評価―（２） 

事前学習 第２回で学んだことを復習しておく。 

事後学習 
保育内容を「実践」し、「省察」することの意味を

まとめる。 

第７回 
実習体験をふまえて、現場における保育内容を検
証し、「省察」、「議論」することの意味を学ぶ―環
境構成への評価―（３） 

事前学習 第３回で学んだことを復習しておく。 

事後学習 
保育内容について、「議論」することの意味をまと

める。 



 

 

第８回 
今日の乳・幼児・子どもを取り巻く社会状況の理
解と家庭保育・教育と保育所保育、幼稚園教育、
学校教育の関係について学ぶ（１） 

事前学習 
現代の乳幼児・子どもの保育、教育で問題になって
いることを調べておく。 

事後学習 
現代の家庭保育・教育が抱えている問題点を整理し

ておく。 

第９回 各領域の関連性と保・幼・小連携 
事前学習 保・幼・小の連携と接続について調べておく 

事後学習 保・幼・小の連携と接続の意味をまとめる。 

第１０回 保護者や地域との連携と保育内容 

事前学習 
実習先での保護者や地域連携の事例をまとめてお
く。 

事後学習 
保護者や地域連携の意義と保育内容の関係をまと

める。 

第１１回 発達についての発表 
事前学習 

自分で取り上げた「３・４・５歳児の発達」につい
て発表内容を確認し発表準備をする。 

事後学習 発表を通しての学びをまとめる。 

第１２回 
子どもとメディア―「保育内容総論」で学んだ基
礎的内容をふまえて、保育教材の応用・展開とし
ての情報機器の望ましい活用法を考える－ 

事前学習 現代社会における情報機器の役割を考える。 

事後学習 
保育教材として、メディアの望ましい活用法をまと

める。 

第１３回 授業のまとめ 

事前学習 これまでの配付資料とノートを見直しておく。 

事後学習 
１３回の授業をふまえて、自身の学習課題を整理す

る。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回の講義内容を踏まえ 1日の保育指導案を作成する。 

形式： 別途指導案の形式を授業時に提示する。 

実施時期：第１回後に実施する。 

提出期限：第２回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第３回授業で教室にて行う。 

     質問等は毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。作成した指導案をもとに第４回授業で模擬保育の発表を

する。 

事後学習：指導の作成と模擬保育の発表を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第５・６・７回の講義内容を踏まえ、どのような発達を捉えるかテーマを決めて「３・４・５歳児の

発達」を作成する。 

形式：パワーポイントで作成したものを A4用紙に印字する。 

実施時期：第７回後に実施する。 

提出期限：第９回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業で教室にて行う。 

     質問等は毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。作成したパワーポイントを第 11回授業で発表する。 

事後学習：３・４・５歳児の発達について、発表を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育内容総論Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP4130 

２．授業担当教員 関口 はつ江 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「保育内容総論」の授業内容をふまえて、その応用、発展的な学習を目指す。幼稚園実習及び保育所実習の

経験を活用させ、グループワークを取り入れながら現場の保育内容について検証する。また、保育内容に関
する知識・理解を深めるために、様々な保育実践事例を取り上げ、事例から子どもの発達の可能性を見いだ
す視点を養うと共にその保育内容について総合的に検証・評価する。 

８．学習目標 

・子どもをとりまく社会的状況を理解し、説明することができる。 

・幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができる。 

・よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができる。 

・様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論することができる。 

・保育全体への視野を広げ、保育内容を総合的に検証・評価する力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回ワークシートの記入をし、６回終了時、１２回終了時にレポート課題と共に提出する。 

最終レポート課題は授業中に提示する。 

平成２９年度告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 

10．教科書・参考

書・教材 

教科書 関口監修 太田編集 「Q＆A で学ぶ保育・教育実習」サンウエイ出版  

 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．幼稚園実習及び保育所実習経験をふまえて現場の保育内容を検証することができるか。 

２．よりよい保育内容を構築するための環境構成、指導・援助について考察することができるか。 

３．様々な保育実践事例を通して、子どもの発達や学習の可能性を考察し、議論できるか。 

○評定の方法 

 授業への積極的参加態度、課題への取り組み、レポート等を総合して評価する。 

1 積極的授業態度  総合点の 30％ 

2 課題への取り組み 総合点の 30％ 

3 期末レポート   総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育関連法令についての知識を正しく身に着け、同時に保育の場での保育者や子どもの姿を理解して、柔軟

に現場に適応できる力を養うことを目的とします。実習経験をたどることで、机上の学びや学生の立場から

責任を担う立場への歩みを進めましょう。自分の体験からの学びと共に、他からも学ぶ姿勢を大切にしてく

ださい。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1 回 
実践からの保育の学び１―保育現場への向き合い
方。体験の交換と討論 

事前学習 テキスト１章１節参照 

事後学習 子どもに向き合う心構えと知識の実際への適用 

第 2 回 
実践からの保育の学び２―保育技術の活かし方。
体験の交換と検討 

事前学習 テキスト１章２節参照 

事後学習 技術の活かし方を自分の今後の技術習得 

第 3 回 
実践からの保育の学び３―様々な子どもへの対
応。体験の交換と検討 

事前学習 テキスト２章３節参照 

事後学習 子どもの発達理解と子どもから学びの実際 

第 4 回 
実践からの保育の学び４―保育の記録と反省、改
善 

事前学習 テキスト３章１節２節参照 

事後学習 専門性の現場での習得過程とその実際の確認 

第 5 回 
実践からの保育の学び５―専門職者としての知
見、生活態度の確認 

事前学習 テキスト１章３節参照 

事後学習 保育者としての自己理解、反省、改善 

第 6 回 
保育の目標ねらいと保育内容１―実践事例による
保育活動の検討 

事前学習 幼稚園教育要領第２章予習 

事後学習 保育のねらいにおける現場における実現の仕方 

第 7 回 
保育の目標ねらいと保育内容２―領域の意味する
ことの理解 

事前学習 幼稚園教育要領第２章の検討 

事後学習 ５領域に示されていることと子どもの姿 

第 8 回 
保育の目標ねらいと保育内容３―就学までに育て
たい資質・能力と１０の姿の理解 

事前学習 幼稚園教育要領再１章の検討 

事後学習 
子どもの今の姿（遊びの生活）と目指すことの関

係 

第 9 回 
保育の目標ねらいと保育内容４―園の教育・保育
目標、方針の役割 

事前学習 実習園の保育理念、目標の確認 

事後学習 保育方法の多様性理解 

第 10 回 保育の計画と保育内容１―長期計画の役割 
事前学習 教育課程、保育の全体計画についての復習 

事後学習 実習時の長期計画と日々の保育との関連 

第 11 回 
保育施設の社会的役割１― チームとしての園組
織 
 

事前学習 テキスト５章２節参照 

事後学習 園の諸役割の意味、同僚性の理解 



 

 

第 12 回 保育施設の社会的役割２― 地域との関連 
事前学習 実習園の地域とのかかわり事例の検討 

事後学習 多様な地域との連携の仕方 

第 13 回 保育施設の社会的役割３― 小学校との連携 
事前学習 幼稚園教育要領第３章予習 

事後学習 幼児期の教育、保育の基本理念と方法の確認 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：法令における保育目標と実践活動との関連（保育関連法令の復習。保育者として考える望ましい人間

像について、これまでの現場体験からの学びと保育の専門性修得についての今後への心構え） 

レポート形式：A4用紙 1～２枚（1500～2000字程度） 

実施時期：第 2回授業時にレポート内容主旨説明 

提出期限：第 6回授業時に持参。グループ討論後、討論の内容、意見を付記して提出。第 9回に返却 

事後学習：保育の理念を具体化する際に重要な保育者の心構え、判断の仕方についてまとめる 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：指導計画と実践活動との関連。長期指導計画、短期指導計画の実践に対する役割について事例を用い

て説明する。 

レポート形式：A4用紙 1～２枚（1500～2000字程度） 

実施時期：第 10回授業後に実施する。 

提出期限：第 11回授業時に提出。添削後 12回授業時に返却。再提出の場合は第 13回授業時に提出 

事後学習：保育における長期的見通しと短期的見通しのそれぞれの視点と実際の保育活動へ適用の仕方をまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保育の心理学Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP2110 

SCOT3405 

SSOT3405 ２．授業担当教員 長谷川 有香 

４．授業形態 演習（ディスカッション，グループワーク），講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
保育の心理学Ⅰを既習していることが望ましい。 

７．講義概要 

子どもを取り巻く社会は、家族の形態や就労、価値観や知識などの家族環境、子育てを支援する地域や福

祉という社会環境、さらには社会全体にある子育て観や遊び道具の変化など様々な側面で大きく変化してき

ています。 

保育の心理学Ⅱでは、保育場面での生活や遊びを通じて得られる様々な経験がどのように子どもの発達に

関わっているかを理解し、子どもの心身の発達を促進する保育における発達援助について学びます。この講

義では学習心理学や教育心理学と呼ばれる心理学の知識についての理解を深めながら、保育の心理学Ⅰで学

習した子どもが本来持っている発達の素質を引き出すために、保育者はどのような関わりをしていけばよい

のかを実践的に考えていきます。 

８．学習目標 

①子どもの経験に基づく学習の過程を理解し，説明できるようになる。 

②保育実践の場で養われる子どもの心身の発達について理解し，説明できるようになる。 

③子どもの発達・教育に関する心理学の知見をもとに，発達に応じた保育場面での支援について実践的に考

えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内で小レポートを実施します。また，学生によるグループ発表の機会を設けます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しない 

【資料・教材】授業にてプリントを配布します 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 子どもの心身の発達および学習の過程について説明することができるか 

2. 心理学の知見をもとに，発達に応じた保育場面での支援について実践的に説明することができるか 

○評定の方法 

1. 授業態度と参加姿勢     総合点の 30％ 

2. 課題発表          総合点の 30％ 

3. 試験もしくはレポート    総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育の心理学Ⅰをふまえ，子どもやその家族を取り巻く問題について，さらに心理学的な知識を深めていき

ます。保育者として，子どもや家族に対してどのような支援をすることができるのか，考えながら授業に参

加してください。 

13．オフィスアワー 初回授業で指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス 
事前学習 シラバスを確認する 

事後学習 今後の授業内容について理解し，準備する 

第２回 乳児期の発達 
事前学習 乳児期の発達について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第３回 幼児期の発達 
事前学習 幼児期の発達について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第４回 学童期の発達 
事前学習 学童期の発達ついて調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第５回 青年期の発達 
事前学習 青年期の発達について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第６回 家族関係・夫婦関係の理解 
事前学習 夫婦関係の形成について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第７回 親としての育ち 
事前学習 育児ストレスについて調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第８回 ライフコースと仕事・子育て 
事前学習 仕事と家庭の両立の問題について調べる 

事後学習 レジュメを見直して内容を理解する 

第９回 発表の準備 
事前学習 発表準備について班で相談しておく 

事後学習 発表の準備を進める 

第１０回 発表会①0～1 歳児の発達とその支援 
事前学習 

発表に該当する部分のプリントを読んでお

く 

事後学習 発表資料を見直して内容を理解する 

第１１回 発表会②2～3 歳児の発達とその支援 
事前学習 

発表に該当する部分のプリントを読んでお

く 

事後学習 発表資料を見直して内容を理解する 

第１２回 発表会③4～5 歳児の発達とその支援 事前学習 
発表に該当する部分のプリントを読んでお

く 



 

 

事後学習 発表資料を見直して内容を理解する 

第１３回 まとめとテスト 
事前学習 

これまでの授業内容を復習しテストに備え

る 

事後学習 テストで解答できなかった点を見直す 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 8 回の講義内容で取り扱ったトピックの中から自分の関心のある内容を一つ選び，自分

なりにそのトピックについて調べてまとめる。詳細は授業内で説明する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000字程度）  

実施時期：第 8回の授業後に実施する。  

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。  

事後学習：レポート作成と添削指導，質疑応答を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：授業内での発表内容について，学生からの質疑応答の内容を反映させた上で，レポートとしてまとめ

る。詳細は授業内で説明する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000字程度）  

実施時期：第 13回の授業後に実施する。  

提出期限：第 13回の授業後 2週間以内に提出する。  

事後学習：レポート作成と添削指導，質疑応答を通し学んだことをまとめる 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
法学（憲法） （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1317 

GELA1138 

GELA1117 ２．授業担当教員 梶原 洋生 

４．授業形態 

講義（質疑応答を含む）を主とするが、事例問題ではグループ討議、
発表、検討を行う。講義はレジュメに沿って行うが、理解を助ける

上で教科書を使用したり、必要な最新情報等を提供したりする。各
自が要点を把握し、配布されたレジュメに筆記することが必要であ
る。毎回の授業時間の末尾においてその日の授業内容に関する内容

を記入し、提出する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

今後学ぶことが考えられる法律に関係する科目の基礎となるものである。 
この科目は、民法、行政法、教育法規等を学習するときの基礎知識となるものである。 

７．講義概要 

本科目は、教育職員免許状を取得する際の基礎資格として必須科目である。また、公務員試験を受験する

際の必要な科目ともなっている。 

公務員や教員だけに限らず社会人にとって、法について基礎知識を学び、身に付けることは仕事を進める

上で大切なことである。また、一般の公務員や教員及び企業人の実践力は法に裏付けられたものでなければ、

その役割を全うすることは困難である。 

そこで、本講義では法の作用や役割を学び、社会人として必要とされる法律の基礎知識を習得する。なお、
習得の際には多くの具体的事例を通して学び、時にはグループディスカッションをしたりして理解を深める

ことにする。 

８．学習目標 

１．法学（憲法）の基礎知識を理解する。 

２．法学を学ぶには、条文や判例などを読むことは欠かせないものであるとの学習態度を身に付ける。 

３．法律的なものの考え方を理解し、仕事に就いたときに活かせるようにする。 

４．教員採用試験や公務員試験に出題される法規一般の問題に対応しうる法律知識を身に付ける。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１ 授業内でリアクションペーパーの提出を義務付け、理解習熟度の確認を行う。 
２ 課題レポートの提出を義務付ける。テーマ：「日本国憲法における人権の享有主体性について」 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 
初宿正典・高橋正俊・米沢広一・棟居快行『いちばんやさしい憲法入門（最新版）』有斐閣アルマ。 
【参考書】 
渋谷秀樹『憲法への招待』岩波新書。 
石本伸晃『世の中が分かる憲法ドリル』平凡社新書。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法一般の決まりや法規学習についての基礎知識を身に付けることができたか。 

２．日本国憲法の基本原理と三権についての理解を深めることができたか。 

３．国家試験（社会福祉士や精神保健福祉士）や公務員試験（一般行政職、公立学校教員、公立保育所、警察

官など）の受験の基礎となる科目である。試験合格に対応できる力を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への取り組み状況（授業態度、発言、発表など） ４０％ 

レポートや理解度テストの結果 ６０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

分からないことについては、積極的に調べ、考えて、授業の内容を習得できるよう努めて欲しい。 
法学、憲法の大切さが理解できるように、人権感覚を大切にして努力してほしい。 

13．オフィスアワー 授業の前後 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 はじめに 
事後学習 教科書 pp.1～14を読み返す。 
事前学習 「人権の歴史」について図書館で調べる。 

第２回 
憲法と人権理論 
―人権の歴史と現代性― 

事後学習 「人権の歴史」について 200字以内でまとめる。 
事前学習 第 1－2章内の享有主体性について 200字以内でまとめる。 

第３回 
基本的人権の尊重 
―人権の享有主体性― 

事後学習 第 1－2章について 200字以内でまとめ直す。 
事前学習 第 3－4章内の体系論について 200字以内でまとめる。 

第４回 
基本的人権の尊重 
―人権の体系― 

事後学習 第 3－4章について 200字以内でまとめる。 
事前学習 第 6－7章について平等原則を中心に 200字以内でまとめる。 

第５回 
基本的人権の尊重 
―平等原則― 

事後学習 第 6－7章について 200字以内でまとめる。 
事前学習 第 9－10章について保障の考え方を中心に 200字以内でまとめる。 

第６回 
基本的人権の尊重 
―教育権と教育保障― 

事後学習 第 9－10章について 200字以内でまとめる。 
事前学習 第 11,13章について生命に関する裁判例を 200字以内でまとめる。 

第７回 
基本的人権の尊重 
―生命を考える憲法― 

事後学習 第 11,13章について 200字以内でまとめる。 
事前学習 第 14章について平和主義に関する裁判例を 200字以内でまとめる。 

第８回 平和主義 
事後学習 第 14章について 200字以内でまとめる。 
事前学習 第 1－14章について統治の考え方を 200字以内でまとめる。 

第９回 人権保障と統治の意義 
事後学習 第 14－15章について 200字以内でまとめる。 
事前学習 第 16章について分立を中心に 200字以内でまとめる。 

第１０回 
権力分立―裁判所・国会・内閣
の関係― 

事後学習 第 16章について 200字以内でまとめる。 
事前学習 第 17,18章について国会を中心に 200字以内でまとめる。 

第１１回 地方自治 
事後学習 第 20章について事例を中心に 200字以内でまとめる。 
事前学習 第 21章について 200字以内でまとめる。 

第１２回 憲法の今後 
事後学習 第 21章について事例を中心に 200字以内でまとめる。 
事前学習 教科書全般の熟読。 

第１３回 まとめ 
事後学習 今までの資料を整理してまとめなおす。 
事後学習 今までの資料を整理してまとめなおす。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する 

授業内容：権力分立―特に国会について― 



 

 

 

実施時期：授業内で周知する 

事前学習：国会の役割と選挙の現状について 200字以内でまとめる。 

事前学習：授業内容を整理して国会の概要を 200字以内でまとめる。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する 

授業内容：権力分立―特に内閣について― 

実施時期：授業内で周知する 

事前学習：内閣の役割について 200字以内でまとめる。 

事前学習 授業内容を踏まえて、権力分立の観点から見た内閣の現状について 200字以内でまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
簿記 （4 単位） 

３．科目番号 SBMP2132 

２．授業担当教員 喬 雪氷 

４．授業形態 
講義、集団討議、学生との応答、問題演習などを併用し、期末に試

験を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「簿記」と「会計学」の関係が緊密です。 

７．講義概要 

簿記は、事業経営における日々の取引を記録し、経営成績や財政状態を把握するための財務諸表にまとめ

るための基礎部分を構成する、実務的には非常に重要な部分を占めるものです。簿記を学ぶ上では、机上で

学ぶことに加え、実際に手を動かし、電卓を叩いて、実践することが大切です。 

この講座では、１コマ目の前半３０分間を用いて、毎回確認テストを行い、確認テストを解説した上で、

２コマ目で新たな分野を学習します。 

この講座を受講する学生は、毎回電卓（できれば 10 ケタ以上の電卓を用意して欲しい）を持参して下さ

い。 

８．学習目標 

１、簿記の仕組みを理解し、簡単な仕訳を正確にできるようになる。 

２、財務諸表の仕組みを理解し、自分で作成できるようになる。 

３、日商簿記３級程度の内容を理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

受講後、練習問題を繰り返し解くことが大事なので、毎回、練習問題のプリントを配布し、授業内でも必ず
問題を解く時間を設ける 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】『よくわかる簿記シリーズ 合格デススト 日商簿記３級 Ver.10.0』TAC出版、2019 
【参考書】『よくわかる簿記シリーズ 合格トレーニング 日商簿記３級 Ver.10.0』TAC出版、2019 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．毎回の小テスト、復習問題及び期末試験において、基本的な仕訳を理解し、正確に仕訳を切ることがで

きるか。 

２．日常的な仕訳の成果として、精算表や財務諸表を作成することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．毎回の小テスト・復習問題の理解度 総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

複式簿記は北イタリアで誕生した後、経済の発展に伴って、オランダ、ドイツ、イギリスへ広がり、明治
前後日本へ伝播してきました。簿記は株式会社の発展の中で、会計へと進化しつつ、資本主義の萌芽を促し
ました。現代の社会および現代の株式会社において、この欠かせない、重要な簿記の原理と基本をマスター

しましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス、簿記の基礎 
事前学習 教科書を必ず購入してから授業に参加する 

事後学習 簿記の 5 要素と財務諸表を理解する 

第２回 記帳のルール① 
事前学習 テキスト pp.12～19を読んでくること 

事後学習 仕訳の原理を理解する 

第３回 記帳のルール② 
事前学習 テキスト pp.20～33を読んでくること 

事後学習 仕訳帳から元帳へ転記のルールを理解する 

第４回 簿記一巡の手続き 
事前学習 テキスト pp.34～40を読んでくること 

事後学習 仕訳から財務諸表作成までの流れを理解する 

第５回 商品売買①：記帳方法と掛け売買 
事前学習 テキスト pp.42～52を読んでくること 

事後学習 三分法と分記法の違いを理解する 

第６回 商品売買②：返品・値引き、 
事前学習 テキスト pp.56～62を読んでくること 

事後学習 仕入側と売上側の処理の違いを理解する 

第７回 商品売買④：手形、送料等 
事前学習 テキスト pp.68～78を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第８回 商品売買⑤：帳簿 
事前学習 テキスト pp.80～101を読んでくること 

事後学習 主要簿、補助簿、商品有高帳の原理を理解する 

第９回 小口現金、貸付、借入 
事前学習 テキスト pp.104～118を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第１０回 商品券、給料 
事前学習 テキスト pp.120～129を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第１１回 固定資産の購入、売却 
事前学習 テキスト pp.132～136を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 



 

 

第１２回 有価証券の購入、売却 
事前学習 テキスト pp.137～144を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第１３回 個人企業の資本、訂正仕訳 
事前学習 テキスト pp.146～152を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第１４回 試算表① 
事前学習 テキスト pp.154～159を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第１５回 決算の流れ、決算整理①現金過不足 
事前学習 テキスト pp.168～179を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第１６回 決算整理②：消耗品、売上原価 
事前学習 テキスト pp.182～188を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第１７回 決算整理③：貸倒れ 
事前学習 テキスト pp.192～196を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第１８回 決算整理④：減価償却 
事前学習 テキスト pp.198～202を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第１９回 決算整理⑤：費用の前払い、収益の前受け 
事前学習 テキスト pp.206～213を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第２０回 決算整理⑥：費用の未払い、収益の未収 
事前学習 テキスト pp.214～221を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第２１回 精算表の作成① 
事前学習 テキスト pp.222～226を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第２２回 帳簿の締め切り 
事前学習 テキスト pp.228～239を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第２３回 損益計算書と貸借対照表 
事前学習 テキスト pp.240～245を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第２４回 伝票 
事前学習 テキスト pp.246～257を読んでくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

第２５回 日商簿記 3級過去問題のトレーニング 
事前学習 ここまでの復習をしっかりしてくること 

事後学習 講配布した練習問題を解く 

第２６回 日商簿記 3級過去問題の解説 
事前学習 ここまでの復習をしっかりしてくること 

事後学習 配布した練習問題を解く 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：当座預金とその取引の特徴について、テキスト pp.62～65を学習し、基本例題及びトレーニング問題
を完成しなさい。第 6回の授業でその基本例題とトレーニング問題およそ A4 2枚、問題 4問を配布する。 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 
提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答を第 8回授業終了後に教室で行う。 
事後学習：添削指導を通し間違い部分を見直す。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：試算表のトレーニング問題を完成しなさい。第 1４回の授業でトレーニング問題およそ A4 2枚、問
題 2問を配布する。 

実施時期：第 1４回の授業後に実施する。 
提出期限：第 1５回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答を第 1６回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：添削指導を通し間違い部分を見直す。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：精算表のトレーニング問題を完成しなさい。第２１回の授業でトレーニング問題およそ A4 2枚、問
題 2問を配布する。 
実施時期：第２１回の授業後に実施する。 

提出期限：第２２回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答を第２３回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：添削指導を通し間違い部分を見直す。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：総合問題のトレーニング問題を完成しなさい。第２４回の授業でトレーニング問題およそ A4 2枚、
問題 2問を配布する。 
実施時期：第２４回の授業後に実施する。 

提出期限：第２５回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答を第２９回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：添削指導を通し間違い部分を見直す。 

期末試験 

仕訳、試算表、精算表などの問題を複数出題する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保健科指導法Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 EDHE2347 

２．授業担当教員 石井 里佳 

４．授業形態 

◇課題提示→講義→演習・協議等→講義→振り返り など 

＜例１＞ 

導入：講義から課題の把握→展開（演習）：自分の考えをまとめる

→グループでの話し合い→グループの考えを発表→全体での協議

→まとめ：協議と講義のまとめ 

＜例２＞演習（課題学習を生かした授業の在り方） 

導入：指導法を形にする講義→展開（演習）：課題の調査による解

明→指導案の作成→模擬授業→全体協議→まとめ：模擬授業の成果

とまとめ 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

(1) 保健科教員を目指す者にとって必要な授業力の基礎を身に付ける内容とする。 

(2) 生徒に分かる保健授業の展開を目指し、「教育内容の教材化、指導法、指導案作成」の基礎を身につける。 

(3) 保健学習に関する主要な指導法を講義等で理解し、演習・協議等を通じて保健学習の概念を自ら描けるよ
うにする。 

(4) 生徒を取り巻く生活環境やライフスタイルの変化による新たな健康課題を学ぶとともに、保健科指導法Ⅱ

の授業で本格的な指導案が作成できるための基礎的・基本的な資質・力量を養う。  

８．学習目標 

(1) 生徒にとって楽しく分かりやすく学べる保健授業の展開を目指した「教育内容の教材化、指導法、指導案
の作成」など、保健科教員を目指す者にとって必要不可欠な基礎・基本となる学力を、試行錯誤しながら

実践的に身に付けることができるようにする。 

(2) 文部科学省刊「中学校学習指導要領解説 保健体育編」と「高等学校学習指導要領解説 保健体育・体育
編」の保健分野・保健科の内容について理解し、説明することができるようにする。 

(3) 課題学習の進め方（課題設定の在り方、類型、ディベートの手法を生かした課題学習など）を理解できる
ようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

次時の学習内容について、教科書等で予習してくることをアサイメントとする。 

レポート課題は保健教育や健康問題に関する内容であり、適宜講義中に指示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

日本保健科教育学会編『保健科教育法入門』大修館書店 

文部科学省刊『中学校学習指導要領解説 保健体育編』東山書房 

文部科学省刊『高等学校学習指導要領解説 保健体育・体育編』東山書房  

【参考書・参考資料】 

森昭三、和唐正勝編著『新版 保健の授業づくり入門』大修館書店 

文部科学省刊『中学校学習指導要領』 

文部科学省『高等学校学習指導要領』 

植田誠治編著『学校におけるがん教育の考え方・進め方』大修館書店 

プリントなどの教材等は、毎時の授業で配布し使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 期待されている保健科教育への対応に関する使命感を養うことができたか。 
２ 学習指導要領の目標及び内容について理解し説明できるようになったか。 
３ 知識を活用する学習活動を取り入れるなど、指導方法の工夫ができたか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、模擬授業、レポート、指導案、基礎的理解テスト等を総合して評
価する。］ 

１ 授業への積極的参加 ３０％   
２ 模擬授業・指導案・レポート ５０％  
３ 基礎的知識理解テスト２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義のポートフォリオを作ります。講義での記録や配布資料などを保存できるファイルやノート(A4サイ

ズ以上が望ましい)を準備してください。 

また、授業中は「１ 座席は指定とする。」「２ 正当な理由のない遅刻、早退、欠席をしないこと(止むを

得ず欠席する場合は、書面を提出のこと)。」「３ 携帯電話の操作及び私語の禁止。」を守ってください。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

模擬授業実施までのプロセス 

事前学習 
保健科教育法入門(以下教科書)の pp.79〜86 を
熟読する。 

事後学習 保健学習の系統性について考えを深める 

第２回 
保健教育における保健学習と保健指導の違いと性質 

小学校・中学校・高等学校における保健授業 

事前学習 教科書 pp.２〜１９を熟読する。 

事後学習 保健学習のあり方について整理する。 

第３回 
保健教育の歴史的変遷と中学校保健分野・高校科目保健
の目標と学習内容 

事前学習 教科書 pp.２０〜２８を熟読する。 

事後学習 
保健学習の目標と内容の系統性について整理
する。 

第４回 
中学校保健分野と高校科目保健の「目標」「学習内容」 

学習指導要領と検定教科書を用いた内容分析 

事前学習 教科書 pp.４４〜６０を熟読する。 

事後学習 
検定教科書の内容の把握の仕方について整理
する。 



 

 

第５回 
教科課程内の保健科教育 

教材とは 

事前学習 教科書 pp.61〜78 を熟読する。 

事後学習 教材の定義や具体例を理解する。 

第６回 
評価 

学習評価と授業評価 

事前学習 教科書 pp.94〜100 を熟読する。 

事後学習 評価の意義や方法について整理する。 

第７回 

保健科における学習スタイル１ 

性に関するディベート、ブレーンストーミングを用いた
授業 

事前学習 
「妊娠・出産と母体の年齢」に関する担当レポ
ートを作成する。 

事後学習 
それぞれの指導法に関する特徴や主観的評価

を整理する。 

第８回 
保健科における学習スタイル２ 

生活習慣病に関するジグソー学習を用いた授業 

事前学習 
今までの授業の「目標」「学習内容」「教材」の

関係を整理しておく。 

事後学習 
それぞれの指導法に関する特徴や主観的評価
を整理する。 

第９回 
学習指導案の作成の仕方 

全案と細案 

事前学習 教科書 pp.79〜86 を熟読する。 

事後学習 指導案の構造について整理する。 

第１０回 
保健科における学習スタイル３ 

医薬品の使用に関する実習・実験を用いた授業 

事前学習 
今までの授業の「目標」「学習内容」「教材」の
関係を整理しておく。 

事後学習 
それぞれの指導法に関する特徴や主観的評価
を整理する。 

第１１回 

保健授業をつくる１ 

簡単な指導の流れを考える 

目標とめあてについて考える 

事前学習 授業づくりに必要な要素について整理する。 

事後学習 目標やめあての設定の仕方について整理する。 

第１２回 

保健授業をつくる２ 

簡単な指導の流れを考える 

発問について考える 

事前学習 授業づくりに必要な要素について整理する。 

事後学習 より良い発問について整理しておく。 

第１３回 

保健授業をつくる３ 

簡単な指導の流れを考える 

評価について考える 

事前学習 授業づくりに必要な要素について整理する。 

事後学習 評価の設定や方法について整理する。 

第１４回 
感染症に関する授業１ 

ケーススタディを用いた授業 

事前学習 
今までの授業の「目標」「学習内容」「教材」の
関係を整理しておく。 

事後学習 
それぞれの指導法に関する特徴や主観的評価
を整理する。 

第１５回 
感染症に関する授業２ 

ポスター作成を用いた授業 

事前学習 

結核」「コインフルエンザ」「ノロウイルス(感染
性胃腸炎)」「麻疹・風疹」「感染症予防の社会的
取り組み」などについて各担当レポートを作成

する。 

事後学習 
それぞれの指導法に関する特徴や主観的評価

を整理する。 

第１６回 
性感染症に関する授業 

ロールプレイを用いた授業 

事前学習 授業づくりに必要な要素について整理する。 

事後学習 
それぞれの指導法に関する特徴や主観的評価

を整理する。 

第１７回 
がんに関する授業 

ポスターセッションを用いた授業 

事前学習 
「がん」に関する各人のテーマに沿ったポスタ
ーを作成する 

事後学習 
それぞれの指導法に関する特徴や主観的評価
を整理する。 

第１８回 
教授行為 

よりよい説明の仕方や話し方について 

事前学習 教科書 pp.87〜93 を熟読する。 

事後学習 自分の教授行為チェックシートを作成する 

第１９回 
ストレスと心の健康に関する授業 

アンケート法、クイズ法を用いた授業 

事前学習 
生活習慣病に関わる学習内容や目標を確認す
る。 

事後学習 
それぞれの指導法に関する特徴や主観的評価
を整理する。 

第２０回 模擬授業に向けた教材研究１ 
事前学習 pp.101〜110 を熟読する。 

事後学習 担当した模擬授業、指導案の作成 

第２１回 
第１グループの模擬授業 

授業検討会を通した振り返り 

事前学習 該当グループ員は指導案を作成する。 

事後学習 各模擬授業の内容について整理する。 

第２２回 
第２グループの模擬授業 

授業検討会を通した振り返り 

事前学習 該当グループ員は指導案を作成する。 

事後学習 各模擬授業の内容について整理する。 

第２３回 
第３グループの模擬授業 

授業検討会を通した振り返り 

事前学習 該当グループ員は指導案を作成する。 

事後学習 各模擬授業の内容について整理する。 

第２４回 
模擬授業の振り返り 

指導案の修正 

事前学習 
模擬授業の授業評価アンケートの結果をまと
める。 

事後学習 指導案の修正、提出 

第２５回 保健科教諭と養護教諭 

事前学習 
保健科教諭との TT 授業を想定して、課題とそ
の改善策を考える。 

事後学習 
より良い TT 授業について自身の考えを整理す
る。 

第２６回 全授業の振り返り 
事前学習 

振り返りカードから、それまでの学びを整理し
ておく。 

事後学習 保健科教諭としての自身の目標や決意をノー



 

 

トに記入する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「今日の我が国の子どもたちの健康問題」について、インターネットや書籍(出典を明記すること)など
を用いて２つの異なる健康問題をリストし、その健康問題をピックアップした理由や問題の概要などについてレポート
を作成する。 

レポート形式：A４用紙１枚(1,440 字程度)で、文章中に図表を用いても構わない。 

提出期限：第４回授業後に実施。第５回の授業開始時に提出とする。 

事後指導：第７回授業にて添削済みのレポートを返却し、質疑応答・意見交換を授業中および授業後に行う。 

課題研究

２ 

課題テーマ：「高校科目保健における応急手当」ついて、学習指導に用いる視覚教材(プリント)を想定して、担当内容を

まとめ、学習プリントとして作成する。 

レポート形式：A４用紙１枚(1,440 字程度)文章中に図表を用いても構わない。生徒が本教材を用いてペアでの手当の実

習ができることを主眼に置いたわかりやすい内容にすること。 

提出期限：第１０回授業後に実施。第１１回の授業開始時に提出とする。 

事後指導：第１３回授業にて添削済みのレポートを返却し、質疑応答・意見交換を授業中および授業後に行う。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：「がんおよびがん教育」について、配布資料をもとに適宜インターネットや書籍(出典を明記すること)

を用いてレポートを作成する。 

レポート形式：A４用紙１枚。文章中に図表を用いても構わない。 

提出期限：第１２回の授業後に実施。第１３回の授業開始に提出とする。 

事後指導：第１５回授業にて添削済みのレポートを返却し、授業後に質疑応答を行う。このレポートを用いて第１７回に

使用するポスターを作成する。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：「養護教諭が保健授業を行う際に配慮すべき点および意義について」レポートにまとめる。 

レポート形式：A４用紙１枚(1,440 字程度)文章中に図表を用いても構わない。 

提出期限：第２４回の授業後に実施。第２５回の授業中の意見交換に用いた後、授業後に提出とする。 

事後指導：第２６回授業にて添削済みのレポートを返却し、授業中に意見交換および質疑応答を行う。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護教育学 （2単位） 

３．科目番号 EDHE2301 

２．授業担当教員 八重樫 節子 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

児童生徒の健康課題が多様化する中、平成 20 年中央教育審議会答申における養護教諭に関する記述から

は、その専門性に対する期待の大きさを読み取ることができる。養護教諭の職務は、学校教育法 37 条 12 項

において「養護教諭は児童の養護をつかさどる」と記されており、他の教職員にはない独自の活動を理解し、

これを展開することのできる力量を形成することは、養護教諭を目指す者にとって大変重要である。本講義

では、養護教諭の歴史的変遷や、その固有の職務内容を概観することにより、「養護教諭の実践する養護とは

何か」を、明らかにしていく。また、学校保健領域における養護教諭の具体的実践について学び、取り組み

の基本的スタンスを身につける。 

８．学習目標 

① 養護教諭の歴史的変遷を理解し、学校教育に果たす養護教諭の役割について説明することができる。 

② 養護の概念を体得するとともに、養護教諭独自の活動の展開について、具体的に考えることができる。 

③ 子どもが主体の学校教育を基本として、効果的な保健教育活動のあり方について説明することができる。 

④ 保健室の機能と養護教諭の活動過程を理解し、これからの時代に必要とされる養護教諭の基本的スタン

スを身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業毎に、講義内容のワークシートに考えをまとめ、ファイリングしていく。 

・中間課題レポート：講義内容に基づき、「感染症の予防と拡大防止において養護教諭の果たすべき役割に

ついて」養護教諭の専門性及び自分の考えを含め記述する。 

第12回（800字程度） 

・最終課題レポート：講義内容に基づき、「養護教諭の専門性」について自らの考えを記述する。（800字程

度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】学校保健・安全実務研究会編著『新訂版健実務必携 第４次改訂版』第一法規。 

「養護教諭のニーズに対応した養護学概論と実践」著者 岡田加奈子 東山書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．養護教諭にかかわる歴史、役割、仕事内容などについて理解し、説明することができるようになったか。 

２．保健教育活動や保健室の機能を理解し、実際に保健室経営に取り組める力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（発表，発言内容など）    総合点の３０％ 

２ 期末レポート（試験も含む）           総合点の４０％ 

３ 課題レポート（宿題、小レポート、中間レポート）総合点の３０％ 

上記のほかに、本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

 本科目では養護教諭の全般的な活動を概観し、その出発点となる「養護」の概念についての理解を深めて

いきます。講義を通して、他の教職員にはない養護教諭独自の専門性や、「養護」とういう視点からの教育活

動あるいは支援活動のあり方を見出すとともに、受講生の皆さんが「自分だったらどうするか」ということ

を積極的に考える姿勢を重視していきます。時代背景とともに変遷してきた養護教諭の職務についても振り

返りながら、現在あるいは未来の養護教諭像について、一緒に考えていきましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

養護教育学で目指すもの、授業の目的を理

解する。 

事前学習 
現段階での「養護」や「保健室」のイメージについて、自

分なりの考えを持って講義に望む。 

事後学習 
授業の目的について理解したことをワークシートにまとめ

ファイリングしておく。 

第２回 

②養護教諭の活動過程 

・養護の基本原理 

・養護の機能 

・基本的かかわり 

事前学習 
教科書の養護の基本原理に関する事項について事前配布資

料を熟読し、予習をする。 

事後学習 

養護教諭の活動過程について、本時の講義を通して、感じ

たことやわかったことをワークシートまとめファイリング

しておく。 

第３回 

④保健室経営方針と保健室の設営 

・養護教諭の職務の特質と保健室の機能 

・保健室経営計画の立て方  

・保健室レイアウトのポイント  

事前学習 
教科書 pp.44～64を熟読し、保健室という場の持つ特徴に

ついて自分の考えをまとめておく。 

事後学習 保健室の機能をふまえ、保健室のレイアウト案を考える。 

第４回 

Ⅱ養護教諭の職務の実際 

①保健管理 

・定期健康診断の進め方 

  実施および事後措置上の留意点 

事前学習 
教科書 pp.65～76/ pp.153～162を熟読し、健康診断の運営

のあり方について自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

健康診断を行う際に養護教諭として留意すべき点につい

て、感じたことやわかったことをワークシートまとめファ

イリングしておく。 

第５回 

・救急処置の進め方 

  養護教諭の役割と救急処置の範囲 

  アセスメントや対応の留意点 

事前学習 
教科書 pp.190～207を熟読し、救急処置活動の基本事項に

ついて予習する。 

事後学習 これまでの講義をふまえ、養護教諭の専門性の確立につい



 

 

て自分の考えをレポートする。 

学校救急処置において、養護教諭が果たすべき役割につい

てワークシートまとめファイリングしておく。 

第６回 
・健康相談、健康相談活動の進め方 

  心身の健康問題についての事例検討 

事前学習 

教科書の pp.163～175を熟読し、養護教諭の行事前配付資

料を熟読し、事例から見える子どもの健康課題等をまとめ

ておく。 

事後学習 

心身の健康に課題を持つ児童生徒への対応に関し、事例検

討を通して感じたことやわかったことをワークシートまと

めファイリングしておく。 

第７回 

②保健教育 

・養護教諭の行う保健学習  

  教育課程内での位置づけ 

  実践上のメリット・デメリット 

事前学習 

教科書の健康生活を営む能力育成の方法 pp.176～184を熟

読し、養護教諭の行う健康教育の留意点について予習をす

る。 

事後学習 

養護教諭が教室に出向いて授業を実践することのメリッ

ト・デメリットについて、感じたことやわかったことをワ

ークシートにまとめファイリングしておく。 

第８回 

・養護教諭の行う保健指導 

  法的および教育課程内での位置づけ 

  個別保健指導の実践事例 

事前学習 
教科書 pp.184～187を熟読し、養護教諭の行う健康教育の

留意点について予習をする。 

事後学習 

個別の保健指導を進める際の留意点に関し、本時の講義を

通して感じたことやわかったことをワークシートまとめフ

ァイリングしおく。 

第９回 
保健組織活動 

・各種委員会活動における養護教諭の役割  

事前学習 
教科書 pp.77～85を熟読し、保健組織活動に関する自分の

考えをまとめておく。 

事後学習 

保健組織活動に関し、本時の講義を通して感じたことやわ

かったことをワークシートにまとめファイリングしてお

く。 

第１０回 

Ⅲ 児童生徒の健康課題と養護活動の展開 

①感染症の予防と集団の健康管理 

・インフルエンザ・ノロウイルス等 

・中間課題レポート① 

事前学習 

教科書 pp.233～247感染症発生時における支援にする内容

と学校保健実務必携 pp.453～477を熟読し、自分の考えを

まとめておく。 

事後学習 

感染症の予防や拡大防止において養護教諭が果たすべき役

割に関し、本時の講義を通して感じたことやわかったこと

をワークシートにまとめファイリングしておく。 

（学校保健安全法必携 pp.447～473感染症参照） 

第１１回 
②慢性疾患を持つ児童生徒への対応 

・心臓疾患・糖尿病、アレルギー疾患等 

事前学習 
教科書の慢性疾患を持つ子どもへの養護に関する事項

(pp.200～207)を熟読し、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

慢性疾患を持つ児童生徒への支援に関し、本時の講義を通

して感じたことやわかったことをワークシートにまとめフ

ァイリングしておく。 

第１２回 
③心の健康問題を持つ児童生徒への対応 

・保健室登校・保健室頻回来室・不登校等 

事前学習 
教科書の心の問題を抱えた子どもへの養護に関する事項

(pp.207～231)を熟読し、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 

心の健康に課題を持つ児童生徒への支援に関し、本時の講

義を通して感じたことやわかったことをまとめワークシー

トにファイリングしておく。 

第１３回 

まとめ：「養護教諭の専門性について」 

・最終課題レポートに記載した内容に基づ

いて、グループディスカッションを行い

グループでまとめたものを発表する。 

・受講者各自が習得した「養護」について

の概念を共有し、養護教諭の職務のあり

方に総括する。 

事前学習 

配布資料の「養護学の展望」を熟読しこれまでの講義を総

括し、「養護教諭の専門性について」自分の考えも含めレポ

ート課題としてまとめる。 

事後学習 
グループディスカッションを通して新たに得た考え方を踏

まえて、全講義内容の振り返りをおこなう。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2回〜第 8回の講義内容を踏まえ、「養護教諭の専門性」についてレポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 1回〜第 12回の講義内容を踏まえ、「養護とは何か」について、レポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を授業で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習:レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護教諭開発演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECD3413 

GECD3613 
２．授業担当教員 八重樫節子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、養護教諭教員採用試験対策を柱に据えつつ、養護教諭としての資質・能力をさらに向上させる

ことを第一の目的とする。教員採用試験に向けた問題演習を入り口として、これまでに身につけてきた養護
教諭としての基礎的な能力をさらに発展させ、児童生徒の複雑かつ多様な健康課題に対応できる高度な専門
性を習得することを目指す。また講義に取り組む中で、養護教諭という職業への責任と使命感を再確認し、

意欲的な自己学習を定着させていくことを目指す。 

８．学習目標 

１．教員採用試験に合格し、養護教諭として現場で活躍するための発展的知識・技術を確実に習得し、実践
に活かすことが出来る。 

２．児童生徒の健康課題に対する判断力・対応力を磨き、高度な専門職としての資質をさらに向上させる。 
３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化する。 
４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．講義内で扱った内容の復習を行い、内容の定着を図る。 

２．毎授業後、演習問題振り返りシートへの記入を行い、今後の学習目標の整理を行う。 

３．翌週の講義内容に関連する事項について、予習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

１）東京アカデミー編『オープンセサミシリーズ 2021 年度教員採用試験ステップアップ問題集⑪養護教諭』

七賢出版、2020。 

【参考書】 

１）学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第四次改訂版』第一法規（購入済み） 

２）『専門教養 Build Up シリーズ⑤養護教諭の完全攻略』時事通信社（購入済み） 

３）文部科学省、日本学校保健会より出版されている冊子など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教員採用試験に合格し、養護教諭として活躍するための発展的知識・技術を確実に習得することができ

たか。 

２．児童生徒の健康課題に対する判断力・対応力を磨き、高度な専門職としての資質を向上させることがで

きたか。 

３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化することができたか。 

４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげることができ

たか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、レポートの提出状況等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２．課題レポート      総合点の５０％ 

３．期末試験        総合点の２０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも加味する。 

12．受講生への 

メッセージ 

養護教諭専門科目での既習事項とリンクさせながら、２年次までに身につけてきた養護教諭としての基礎 

基本をさらに発展させ、教員採用試験 1 次試験合格を目指しましょう。養護教諭としての専門性をさらに向

上させ、学校現場で活躍することのできる知識・技術の習得を目標に、一つ一つクリアしていきましょう。 

13．オフィスアワー 
 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 学校保健 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の学校保健に関するページ（pp12.～14）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校保健に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２回 学校安全 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の学校安全に関するページ（pp.41～44）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校安全に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第３回 養護教諭の職務と保健室① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.82～85）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第４回 保健教育① 演習問題 1〜6 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.136～

139）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第５回 保健教育② 演習問題 7〜11 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.140～
142）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 



 

 

 

第６回 健康診断① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.193～
196）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第７回 健康診断② 演習問題 6〜10 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.196～

200）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第８回 健康相談 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.233～
235）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第９回 疾病とその予防① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.295～
300）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１０回 救急処置① 演習問題 1〜6 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.375～

378）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１１回 救急処置② 演習問題 7〜10 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.379～
380）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１２回 学校環境衛生 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の環境衛生に関するページ（pp.413～
416）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った環境衛生に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１３回 関係法令 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の関係法令に関するページ（pp.437～

439）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った関係法令に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第３回の講義内容を踏まえ、「養護教諭の職務と保健室」について基本的事項をレポートにまとめる。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4 回の授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 9 回の講義内容を踏まえ、「疾病とその予防」について基本的事項をレポートにまとめる。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10 回の授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護教諭開発演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GECD3413 

GECD3613 
２．授業担当教員 八重樫節子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、養護教諭教員採用試験対策を柱に据えつつ、養護教諭としての資質・能力をさらに向上させる

ことを第一の目的とする。教員採用試験に向けた問題演習を入り口として、これまでに身につけてきた養護
教諭としての基礎的な能力をさらに発展させ、児童生徒の複雑かつ多様な健康課題に対応できる高度な専門
性を習得することを目指す。また講義に取り組む中で、養護教諭という職業への責任と使命感を再確認し、

意欲的な自己学習を定着させていくことを目指す。 

８．学習目標 

１．教員採用試験に合格し、養護教諭として現場で活躍するための発展的知識・技術を確実に習得し、実践
に活かすことが出来る。 

２．児童生徒の健康課題に対する判断力・対応力を磨き、高度な専門職としての資質をさらに向上させる。 
３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化する。 
４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．講義内で扱った内容の復習を行い、内容の定着を図る。 

２．毎授業後、演習問題振り返りシートへの記入を行い、今後の学習目標の整理を行う。 

３．翌週の講義内容に関連する事項について、予習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

１）東京アカデミー編『オープンセサミシリーズ 2021 年度教員採用試験ステップアップ問題集⑪養護教諭』

七賢出版、2020。 

【参考書】 

１）学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第四次改訂版』第一法規（購入済み） 

２）『専門教養 Build Up シリーズ⑤養護教諭の完全攻略』時事通信社（購入済み） 

３）文部科学省、日本学校保健会より出版されている冊子など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教員採用試験に合格し、養護教諭として活躍するための発展的知識・技術を確実に習得することができ

たか。 

２．児童生徒の健康課題に対する判断力・対応力を磨き、高度な専門職としての資質を向上させることがで

きたか。 

３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化することができたか。 

４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげることができ

たか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、レポートの提出状況等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２．課題レポート      総合点の５０％ 

３．期末試験        総合点の２０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも加味する。 

12．受講生への 

メッセージ 

養護教諭専門科目での既習事項とリンクさせながら、２年次までに身につけてきた養護教諭としての基礎

基本をさらに発展させ、教員採用試験 1 次試験合格を目指しましょう。養護教諭としての専門性をさらに向

上させ、学校現場で活躍することのできる知識・技術の習得を目標に、一つ一つクリアしていきましょう。 

13．オフィスアワー 
 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 学校保健① 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の学校保健に関するページ（pp12.～14）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校保健に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２回 学校保健② 演習問題 5〜7 

事前学習 
教科書の学校保健に関するページ（pp.14～15）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校保健に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第３回 学校安全① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の学校安全に関するページ（pp.41～44）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校安全に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第４回 学校安全② 演習問題 6〜11 

事前学習 
教科書の学校安全に関するページ（pp.44～47）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った学校安全に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第５回 養護教諭の職務と保健室① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.82～85）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 



 

 

 

第６回 養護教諭の職務と保健室② 演習問題 6〜10 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.85～89）
を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第７回 養護教諭の職務と保健室③ 演習問題 11〜14 

事前学習 
教科書の養護教諭に関するページ（pp.89～91）

を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った養護教諭に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第８回 保健教育① 演習問題 1〜6 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.136～
139）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第 9 回 保健教育② 演習問題 7〜11 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.140～
142）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１0 回 保健教育③ 演習問題 12〜16 

事前学習 
教科書の保健教育に関するページ（pp.143～

147）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った保健教育に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１1 回 健康診断① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.193～
196）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１2 回 健康診断② 演習問題 6〜10 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.196～
200）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１3 回 健康診断③ 演習問題 11〜16 

事前学習 
教科書の健康診断に関するページ（pp.200～

203）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康診断に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１４回 健康相談① 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.233～
235）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１５回 健康相談② 演習問題 5〜8 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.235～
237）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１６回 健康相談③ 演習問題 9〜11 

事前学習 
教科書の健康相談に関するページ（pp.237～

238）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った健康相談に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１７回 疾病とその予防① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.295～
300）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１８回 疾病とその予防② 演習問題 6〜11 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.300～
303）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１９回 疾病とその予防③ 演習問題 12〜18 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.303～

308）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２０回 疾病とその予防④ 演習問題 19〜22 

事前学習 
教科書の疾病予防に関するページ（pp.308～
311）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った疾病予防に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２１回 救急処置① 演習問題 1〜6 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.375～
378）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２２回 救急処置② 演習問題 7〜10 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.379～

380）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２３回 救急処置③ 演習問題 11〜16 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.381～
383）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 



 

 

第２４回 救急処置④ 演習問題 17〜21 

事前学習 
教科書の救急処置に関するページ（pp.383～
387）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った救急処置に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２５回 学校環境衛生① 演習問題 1〜4 

事前学習 
教科書の環境衛生に関するページ（pp.413～

416）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った環境衛生に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２６回 学校環境衛生② 演習問題 5〜9 

事前学習 
教科書の環境衛生に関するページ（pp.416～
418）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った環境衛生に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２７回 関係法令① 演習問題 1〜5 

事前学習 
教科書の関係法令に関するページ（pp.437～
439）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った関係法令に関する演習問題等に再

度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２８回 関係法令② 演習問題 6〜12 

事前学習 
教科書の関係法令に関するページ（pp.440～

444）を読み、基礎的事項を押さえる。 

事後学習 
本時に行った関係法令に関する演習問題等に再
度取り組み、内容の定着をはかる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 5 回〜第 7 回の講義内容を踏まえ、「養護教諭の職務と保健室」について基本的事項をレポートに

まとめる。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回の授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8 回〜第 10 回の講義内容を踏まえ、「保健教育」について基本的事項を、レポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。  

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 養護教諭開発演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

GECD4413 

GECD4613 

GECD2413 ２．授業担当教員 八重樫節子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は，教員採用試験対策に主眼をおきながら，養護教諭としての資質向上を目指す専門教育科目とし

て展開する。全国の過去数年間の出題傾向の研究・分析を踏まえ，養護教諭採用試験の必須事項を精選して
最終確認を行う。また，小論文，面接，集団討論に関する実技や演習を通して，児童生徒等の心身の健康実
態，教育現場が養護教諭に求めているものを整理する。 

８．学習目標 

 養護教諭採用試験で実際に出題された問題を解くことを通し，まずは１次試験合格を目指す。また，面接
や討論などの練習を通して実践的な資質を向上させ，即戦力となるための力量を確かなものにする。 
＜具体的な学習目標＞ 

①学校保健・学校安全に関する法令等に精通する。  
②養護教諭としての基礎知識・専門知識を広く習得する。  
③救急処置の理論と方法を確実にマスターする。  

④児童生徒のヘルスニーズの解決のための対応力を高める。 
⑤学習指導要領に精通し，指導案の作成と指導の実践力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①演習問題の予習と，解答の再確認。 

②受験する都道府県についての情報収集。 

③毎回，次回の学習事項に関する資料と課題（試験問題，討論テーマ等）を配付するので，学生は1週間かけ 

 て準備し，講義に臨む。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

１）学校保健・安全実務研究会編著『新訂版 学校保健実務必携 第４次改訂版』第一法規（購入済み） 

【参考書】 

１）『専門教養 Build Up シリーズ⑤養護教諭の完全攻略』時事通信社（購入済み） 

２）『オープンセサミシリーズ 2020年度教員採用試験ステップアップ問題集⑪養護教諭』 

     東京アカデミー編，七賢出版，2019（購入済み） 

３）日本学校保健会・文部科学省からの出版物等 

４）各自治体過去問 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．論文、討論、面接等実技課題への積極的参加。基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．実習する演習問題から実践力としての力がついたか。 

３．授業ごとに出題するワークシートや事後学習に取り組めたか。 

４ 本学の規定に定められている、１５回中１２回以上の出席が単位修得の条件である。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の４０％ 

２ 期末試験        総合点の２０％ 

３ 課題レポート      総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教員採用試験を突破するためには、高い応用力、実践力が求められます。これまでの学びを生かし、学校

現場の即戦力となるため力をさらに高めていきましょう。また、採用試験の為だけでなく，就任直後から職

務に活用することのできる具体的な技術を確かなものにしていきましょう。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

・教員採用試験に対する心構えと応募手続きについて 

・養護教諭志望理由等の再整理 

事前学習 
受験予定自治体の試験スケジュールや，応募

に必要な準備について確認する。 

事後学習 
養護教諭を志望する理由や，理想とする養護

教諭像を整理する。 

第２回 

場面指導の傾向と対策 

・場面指導の基本的ルールと展開のポイント 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の場面指導の出題傾向につ

いて調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 

第３回 
場面指導の実践 

・実際の試験問題を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第４回 

模擬授業の傾向と対策（集団保健指導） 

・模擬授業実践上の留意点 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の模擬授業（集団保健指導）

の出題傾向について調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 



 

 

第５回 
模擬授業の実践（集団保健指導） 

・実際の試験問題を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第６回 

模擬授業の傾向と対策（保健学習） 

・模擬授業実践上の留意点 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の模擬授業（保健学習）の出

題傾向について調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 

第７回 
模擬授業の実践（保健学習） 

・実際の試験問題を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第８回 

救急処置実技試験の傾向と対策 

・救急処置実技実践上の留意点 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の救急処置実技の出題傾向

について調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 

第９回 
救急処置実技の実践 

・実際の試験問題を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第１０回 

集団討論の傾向と対策①（保健室経営） 

・集団討論の基本的ルールと展開のポイント 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の集団討論の出題傾向につ

いて調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 

第１１回 
集団討論の実践①（保健室経営） 

・実際の集団討論を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

第１２回 

集団討論の傾向と対策②（教育時事問題） 

・集団討論の基本的ルールと展開のポイント 

・出題テーマについてのディスカッション 

事前学習 
受験する自治体の集団討論の出題傾向につ

いて調べておく。 

事後学習 
講義内容を踏まえて自分の考えを再整理し，

次回のロールプレイに備える。 

第１３回 
集団討論の実践③（保健室経営） 

・実際の集団討論を想定したロールプレイ 

事前学習 
前時の講義内容を踏まえて自分の考えを再

整理し，ロールプレイに備える。 

事後学習 
ロールプレイにおける指摘内容を整理し，各

自練習をする。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 10回〜第 11回の講義内容を踏まえて、提示する集団討論のテーマ（保健室経営に関すること） 

        に対する自分なりの回答の方向性について、レポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。  

     第 12回の講義において、このレポートを題材としたロールプレイを実施する。 

     添削指導・質疑応答・意見交換についても第 12回授業時あるいは終了後に教室で行う。  

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 10回〜第 12回の講義内容を踏まえて、提示する集団討論のテーマ（教育時事に関すること） 

        に対する自分なりの回答の方向性について、レポートにまとめなさい。  

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。  

     添削指導・質疑応答・意見交換についても第 13回授業時あるいは終了後に教室で行う。  

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
養護教諭基礎演習Ⅰ （2 単位）再履修用 

３．科目番号 
GECD2413 

GECD2613 
２．授業担当教員 面川 幸子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、学校現場で必要とされる養護教諭をめざし、その資質と力量を向上させることを第一の目的と

する。教員採用試験に向けた問題演習を入り口として、児童生徒への対応に関するディスカッション、各種

実技演習などに取り組み、基礎的な能力を確実に身につける。また養護教諭という職業、あるいは教員採用

試験対策に対する意欲を向上させるとともに、自己学習の習慣を定着させる。 

８．学習目標 

１．教員としての養護教諭の資質と力量形成に向け、他の専門科目と関連付けながら、基礎的な知識や技術

を確実に習得する。 

２．児童生徒の心身の健康課題に対する判断力を向上させるとともに、養護教諭の専門性をいかした対応の

あり方を習得する。 

３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化する。 

４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．講義内で扱った内容の復習を行い、内容の定着を図る。 

２．毎授業後、演習問題振り返りシートへの記入を行い、今後の学習目標の整理を行う。 

３．翌週の講義内容に関連する事項について、予習を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

『専門教養 Build Up シリーズ⑤ 2021 新学習指導要領完全対応教員採用試験養護教諭の完全攻略』 時事通

信出版局。        

学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第四次改訂版』第一法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．養護教諭の資質と力量形成に向け、他の専門科目と関連付けながら、基礎的な知識や技術を確実に修得

できたか。 

２．児童生徒の心身の健康課題に対する判断力を向上させるとともに、養護教諭の専門生をいかした対応の

在り方を習得できたか。 

３．講義中の取り組みを通して教員採用試験に向け、自分なりの学習スタイルを見つけ、授業外での自己学

習ができているか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとの演習問題および提出する授業への振り返り（50％） 

３．まとめ（期末試験）（20％） 

上記のほかに、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の修得の条件であることをも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

養護教諭専門科目や教職関連科目の内容とリンクさせながら、養護教諭になるための基礎的な知識を確かな

ものにしていきましょう。また、養護教諭としての基本的態度や資質を身につけ、基盤作りに地道に取り組

み、学校現場から必要とされる養護教諭を目指しましょう。教員採用試験一次合格に向けて、ひとつずつ、

クリアしていきましょう。 

13．オフィスアワー 
 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

第一章＜学校保健、学校安全＞ 

①学校保健安全法第１条、領域、学校保健計画 
②保健教育、保健管理、学校保健計画の作成手順  

③学校安全・安全管理 
④事故発生時の取り組み 

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー
ジ（pp６～19）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 
本時に行った１～14（pp29～30）に関する演習

問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２回 

⑤災害や事件・事故発生時の心のケア 

第 2 章＜養護教諭の職務、学校保健関係職員＞ 

①養護教諭の職務  

②保健主事の職務内容、学校保健、学校医の職務 

③校長や学級担任等、栄養教諭の役割  

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー
ジ（pp20～42）＜養護教諭の職務、学校保健関

係職員＞に関するページ（pp36～50）を読み基
本的事項を押さえておく。  

事後学習 

本時に行った 15～16（pp30～31）及び１～９
（pp51～53）に関する演習問題に再度取り組み、
内容の定着をはかる。  

第３回 

第 3 章＜保健室、健康観察＞ 

①保健体育審議会答申 

②保健室の機能 

③保健室経営計画の作成方法、評価 

 中央教育審議会答申 
④健康観察チェック（学級担任、児童生徒等、結果  

事前学習 
教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ
（pp58～71）を読み基本的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った１～９（pp72～75）演習問題に再
度取り組み、内容の定着をはかる。  



 

 

 

第４回 

⑤特別支援学校の健康観察第 

4 章＜健康診断＞①健康診断、手順 
②健康診断の方法及び技術的基準（身長、体重、栄養状

態、脊柱） 
③健康診断の方法及び技術的基準（四肢、視力）  

事前学習 

教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp69～71）教科書の＜健康診断＞に関するペ

ージ（pp69～115）を読み基本的事項を押さえて

おく。 

事後学習 

本時に行った 10（pp75）及び１～９（pp113～

115）演習問題に再度取り組み、内容の定着をは

かる。 

第５回 

④健康診断の方法及び技術的基準（聴力、耳鼻咽喉科疾
患） 
⑤健康診断の方法及び技術的基準（皮膚疾患、歯及び口

腔及び異常、結核） 
⑥健康診断の方法及び技術的基準（心臓疾病、尿、職員
健康診断） 

⑦職員健康診断、就学時健康診断  

事前学習 
教教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp88
～111）を読み基本的事項を押さえておく 

事後学習 
本時に行った 10～21 （pp115～119）演習問題

に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第６回 

第 5 章＜学校環境衛生＞ 

①学校衛生活動 
②学校環境衛生基準（換気） 
③学校環境衛生基準の改訂ポイント（検査項目基準 教

室） 
④学校環境衛生基準（飲料水、水泳プール）  

事前学習 

教科書の＜学校環境衛生＞に関するページ

（pp124～137）を読み基本的事項を押さえてお
く 

事後学習 
本時に行った１～12 （pp138～140）演習問題
に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第７回 

⑤自殺、災害や事件の対応 

⑥精神障害、発達障害  

第 7 章＜疾病とその予防＞ 

①最近の子どもの疾病傾向、整形外科、眼科、耳鼻咽喉

科、皮膚科 ②腎臓疾患 

事前学習 

教科書の＜健康相談・メンタルヘルス＞に関す

るページ（pp156～171）＜疾病とその予防＞に
関するページ（pp.164～192）を読み基本的事項
を押さえておく  

事後学習 

本時に行った 15～18 （pp170～171）および１
～５（pp218～219）に関する演習問題に再度取

り組み、内容の定着をはかる。 

第８回 

③糖尿病及び肥満 
④産婦人科、アレルギー喘息、アトピー性皮膚炎 

⑤感染症の基礎知識 

⑥感染症に関する法令 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ
（pp.192～205）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 
本時に行った６～15（pp.219～222）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる 

第９回 

⑦出席停止の期間の基準 

⑧インフルエンザ⑨食中毒、細菌性中毒第 

第 8 章＜養護教諭の専門知識＞ 

①人体器官構造、運動器系 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ
（pp.210～217）＜養護教諭の専門知識＞に関す

るページ（pp.232～234）を読み、基礎的事項を
押さえておく。 

事後学習 

本時に行った 20～22（pp.223～224）１～３
（pp.247～248）に関する演習問題に再度取り組
み、内容の定着をはかる。 

第１０回 

②循環器系（心臓）、消化器系（構造） 

③消化器系（膵臓と肝臓） 

④泌尿器系（腎臓の構造）、内分泌系、脳神経系 

⑤脳神経系（脳のはたらき）、全身の神経系の構造 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー
ジ（pp.234～243）を読み、基礎的事項を押さえ
ておく。 

事後学習 
本時に行った４～15（pp.248～252）に関する演
習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１１回 

⑥感覚器系（眼球の構造）、スキャモンの発育曲線 

第 9 章＜救急処置＞ 

①学校における救急処置、救急体制整備 
②災害給付制度、フィジカルアセスメント、バイタルサ
イン 

③カラーの救命曲線、救急救命の心構え 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー
ジ（pp.243～246）＜救急処置＞に関するページ
（pp.258～272）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 

本時に行った 16～19（pp.252～253）に関する

演習問題 １～９（pp.291～293）に関する演習
問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１２回 

④一次救命処置、ファーストエイド 
⑤救急時の体位、止血法 
⑥創傷 捻挫、打撲、熱傷 

⑦熱中症 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.272

～290）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 10～22（pp.296～298）に関する
演習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１３回 

⑤保健指導、性に関する指導、エイズ教育 

⑥環境教育、食育 

⑦喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する教育 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.309
～318）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った～16（pp.323～327）に関する演習
問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 7 回の講義内容を踏まえ、「第 6 章 健康相談とメンタルヘルス」についてレポートについてまと

めなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 13 回の講義内容を踏まえ、「第 10 章 保健教育（保健学習と保健指導）」についてレポートについ

てまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 



 

 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業以後にも行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
養護教諭基礎演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GECD2413 

GECD2613 
２．授業担当教員 面川 幸子 

４．授業形態 講義・問題演習・実技演習・グループ討議 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義は、学校現場で必要とされる養護教諭をめざし、その資質と力量を向上させることを第一の目的とす

る。教員採用試験に向けた問題演習を入り口として、児童生徒への対応に関するディスカッション、各種実技

演習などに取り組み、基礎的な能力を確実に身につける。また養護教諭という職業、あるいは教員採用試験対

策に対する意欲を向上させるとともに、自己学習の習慣を定着させる。 

８．学習目標 

１．教員としての養護教諭の資質と力量形成に向け、他の専門科目と関連付けながら、基礎的な知識や技術を

確実に習得する。 

２．児童生徒の心身の健康課題に対する判断力を向上させるとともに、養護教諭の専門性をいかした対応のあ

り方を習得する。 

３．教員採用試験の動向を知ることによって、今後の学習計画を明確化する。 

４．講義中の取り組みを通して自分なりの学習スタイルを見つけ、家庭での自己学習につなげる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．講義内で扱った内容の復習を行い、内容の定着を図る。 

２．毎授業後、演習問題振り返りシートへの記入を行い、今後の学習目標の整理を行う。 

３．翌週の講義内容に関連する事項について、予習を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

『専門教養 Build Up シリーズ⑤ 2021 新学習指導要領完全対応教員採用試験養護教諭の完全攻略』 時事通

信出版局。        

学校保健・安全実務研究会編著『新訂版学校保健実務必携 第四次改訂版』第一法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．養護教諭の資質と力量形成に向け、他の専門科目と関連付けながら、基礎的な知識や技術を確実に修得で

きたか。 

２．児童生徒の心身の健康課題に対する判断力を向上させるとともに、養護教諭の専門生をいかした対応の在

り方を習得できたか。 

３．講義中の取り組みを通して教員採用試験に向け、自分なりの学習スタイルを見つけ、授業外での自己学習

ができているか。 

〇評定の方法（下記を総合して成績評価をする。） 

１．授業への積極的参加態度（30％） 

２．授業ごとの演習問題および提出する授業への振り返り（50％） 

３．まとめ（期末試験）（20％） 

上記のほかに、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の修得の条件であることをも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

養護教諭専門科目や教職関連科目の内容とリンクさせながら、養護教諭になるための基礎的な知識を確かな

ものにしていきましょう。また、養護教諭としての基本的態度や資質を身につけ、基盤作りに地道に取り組

み、学校現場から必要とされる養護教諭を目指しましょう。教員採用試験一次合格に向けて、ひとつずつ、ク

リアしていきましょう。 

13．オフィスアワー 
 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

 オリエンテーション 

・自己紹介、他者理解のワーク 

・これからの学びと教員採用試験に向けた準備態勢を

整える。 

第 1章＜学校保健、学校安全＞ 

①学校保健安全法第１条、領域、学校保健計画 

②保健教育、保健管理、学校保健計画の作成手順  

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー

ジ（pp６～10）を読み、基礎的事項を押さえてお

く。 

事後学習 
本時に行った１～９（pp27～29）に関する演習

問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。  

第２回 
③学校安全・安全管理 

④事故発生時の取り組み 

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー

ジ（pp11～19）を読み基本的事項を押さえてお

く。    

事後学習 
本時に行った 10～14（pp29～30）に関する演習

問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。  

第３回 

⑤災害や事件・事故発生時の心のケア 

 

第 2章＜養護教諭の職務、学校保健関係職員＞ 

①養護教諭の職務  

事前学習 

教科書の＜学校保健・学校安全＞に関するペー

ジ（pp20～42）＜養護教諭の職務、学校保健関係
職員＞に関するページ（pp36～42）を読み基本的

事項を押さえておく。  

事後学習 

本時に行った 15～16（pp30～31）及び１～３

（pp51）に関する演習問題に再度取り組み、内容

の定着をはかる。  



 

 

 

第４回 

第 3章＜保健室、健康観察＞ 

①保健体育審議会答申 

②保健室の機能 

事前学習 
教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp58～62）を読み基本的事項を押さえておく。  

事後学習 
本時に行った１～３（pp72～73）演習問題に再

度取り組み、内容の定着をはかる。  

第５回 

③保健室経営計画の作成方法、評価 

 中央教育審議会答申 
④健康観察チェック（学級担任、児童生徒等、結果  

事前学習 
教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp63～71）を読み基本的事項を押さえておく。   

事後学習 
本時に行った４～９（pp73～75）演習問題に再

度取り組み、内容の定着をはかる。  

第６回 

⑤特別支援学校の健康観察第 

 

第 4章＜健康診断＞①健康診断、手順 

事前学習 

教科書の＜保健室、健康観察＞に関するページ

（pp69～71）教科書の＜健康診断＞に関するペ

ージ（pp69～93）を読み基本的事項を押さえてお

く 

事後学習 

本時に行った 10（pp75）及び１～３（pp112～ 

113）演習問題に再度取り組み、内容の定着をは

かる。 

第７回 

②健康診断の方法及び技術的基準（身長、体重、栄養状

態、脊柱） 

③健康診断の方法及び技術的基準（四肢、視力）  

事前学習 
教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp83～

115）を読み基本的事項を押さえておく  

事後学習 
本時に行った４～９（pp113～115）演習問題に
再度取り組み、内容の定着をはかる。  

第８回 

④健康診断の方法及び技術的基準（聴力、耳鼻咽喉科疾

患） 
⑤健康診断の方法及び技術的基準（皮膚疾患、歯及び口

腔及び異常、結核） 

事前学習 
教教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp88

～104）を読み基本的事項を押さえておく 

事後学習 
本時に行った 10～15 （pp115～117）演習問題

に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第９回 

⑥健康診断の方法及び技術的基準（心臓疾病、尿、職員
健康診断） 

⑦職員健康診断、就学時健康診断  

事前学習 
教教科書の＜健康診断＞に関するページ（pp88
～111）を読み基本的事項を押さえておく 

事後学習 
本時に行った 16～21 （pp118～119）演習問題

に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１０回 

第 5章＜学校環境衛生＞ 

①学校衛生活動 

②学校環境衛生基準（換気）  

事前学習 

教科書の＜学校環境衛生＞に関するページ
（pp124～128）を読み基本的事項を押さえてお

く 

事後学習 
本時に行った１～７（pp138～139）演習問題に
再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１１回 

③学校環境衛生基準の改訂ポイント（検査項目基準 教

室） 
④学校環境衛生基準（飲料水、水泳プール）  

事前学習 

教科書の＜学校環境衛生＞に関するページ

（pp136～137）を読み基本的事項を押さえてお
く 

事後学習 
本時に行った８～12 （pp140）演習問題に再度

取り組み、内容の定着をはかる。 

  

第１２回 
③不登校と保健室登校、過換気症候群の対応 
④摂食障害の対応、児童虐待の防止 

事前学習 

教科書の＜健康相談・メンタルヘルス＞に関す

るページ（pp150～156）を読み基本的事項を押さ
えておく 

事後学習 
本時に行った９～14 （pp167～169）演習問題

に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１３回 
⑤自殺、災害や事件の対応 

⑥精神障害、発達障害  

事前学習 

教科書の＜健康相談・メンタルヘルス＞に関す
るページ（pp156～171）を読み基本的事項を押さ

えておく  

事後学習 
本時に行った 15～18 （pp170～171）演習問題
に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１４回 

第 7章＜疾病とその予防＞ 

①最近の子どもの疾病傾向、整形外科、眼科、耳鼻咽喉

科、皮膚科 ②腎臓疾患 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ

（pp.164～192）を読み、基礎的事項を押さえて
おく。 

事後学習 
本時に行った１～５（pp218～219）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１５回 
③糖尿病及び肥満 

④産婦人科、アレルギー喘息、アトピー性皮膚炎 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ
（pp.192～199）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 
本時に行った６～11（pp219～220）に関する演
習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１６回 
⑤感染症の基礎知識 

⑥感染症に関する法令 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ

（pp.200～205）を読み、基礎的事項を押さえて
おく。 

事後学習 
本時に行った 12～15（pp.220～222）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１７回 
⑦出席停止の期間の基準 

⑧インフルエンザ 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ
（pp.210～211）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 本時に行った 16～19（pp.222～223）に関する演



 

 

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第１８回 

⑨食中毒、細菌性中毒第 

 

第 8章＜養護教諭の専門知識＞ 

①人体器官構造、運動器系 

事前学習 

教科書の＜疾病とその予防＞に関するページ

（pp.212～217）＜養護教諭の専門知識＞に関す
るページ（pp.232～234）を読み、基礎的事項を

押さえておく。 

事後学習 

本時に行った 20～22（pp.223～224）及び１～
３（pp.247～248）に関する演習問題に再度取り

組み、内容の定着をはかる。 

第１９回 
②循環器系（心臓）、消化器系（構造） 

③消化器系（膵臓と肝臓） 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー

ジ（pp.234～238）を読み、基礎的事項を押さえ
ておく。 

事後学習 
本時に行った４～８（pp.248～249）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２０回 
④泌尿器系（腎臓の構造）、内分泌系、脳神経系 

⑤脳神経系（脳のはたらき）、全身の神経系の構造 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー

ジ（pp.238～243）を読み、基礎的事項を押さえ

ておく。 

事後学習 
本時に行った９～15（pp.250～252）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２１回 

⑥感覚器系（眼球の構造）、スキャモンの発育曲線 

 

第 9 章＜救急処置＞ 

①学校における救急処置、救急体制整備 

事前学習 

教科書の＜養護教諭の専門知識＞に関するペー

ジ（pp.243～246）＜救急処置＞に関するページ
（pp.258～261）を読み、基礎的事項を押さえて

おく。 

事後学習 

本時に行った 16～19（pp.252～253）及び１～
３（pp.291～292）に関する演習問題に再度取り

組み、内容の定着をはかる。 

第２２回 

②災害給付制度、フィジカルアセスメント、バイタルサ
イン 

③カラーの救命曲線、救急救命の心構え 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.262
～272）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った４～９（pp.292～293）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２３回 
④一次救命処置、ファーストエイド 

⑤救急時の体位、止血法 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.272
～281）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 10～16（pp.294～296）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２４回 
⑥創傷 捻挫、打撲、熱傷 

⑦熱中症 

事前学習 
教科書の＜救急処置＞に関するページ（pp.281

～290）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 17～22（pp.296～298）に関する演
習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２５回 

第 10 章＜保健体育＞ 

①保健教育の構造、保健学習と保健指導の特質 

②保健学習（小学校） 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.304

～306）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った１～４（pp.319）に関する演習問
題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２６回 
③保健学習（中学校） 
④保健学習（高等学校） 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.307

～308）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った５～６（pp.320～323）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２７回 
⑤保健指導、性に関する指導、エイズ教育 

⑥環境教育、食育 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.309

～315）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った７～12（pp.323～326）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

第２８回 ⑦喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する教育 

事前学習 
教科書の＜保健教育＞に関するページ（pp.316
～318）を読み、基礎的事項を押さえておく。 

事後学習 
本時に行った 13～16（pp.326～327）に関する演

習問題に再度取り組み、内容の定着をはかる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～3 回の講義を踏まえて、「学校保健関係職員等の役割」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 3 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する     

事後学習：レポ－ト作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 12 回の講義を踏まえて、「健康相談・メンタルヘルス」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 3 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する     

事後学習：レポ－ト作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 幼児理解 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2212 

２．授業担当教員 坂本 真理子 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼児期の保育は、幼児一人ひとりの発達の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行うことが重要である。 

本科目では、幼児一人ひとりの行動や内面の理解、発達を適切に把握できるよう、実践事例（文献、映像）
等を用いて、幼児の生活の実際とその理解、具体的な指導のとらえと意味、幼児期の保育における環境の
とらえ方、評価の在り方、幼小の連携、並びに行事について学ぶ。 

８．学習目標 

以下の事項について学び、幼児の主体性を育てる保育を理解し、実践するための基礎を習得することをテ

ーマとし、学習の到達目標とする。 

１．保育とは何か、保育における環境の在り方 

２．子どもを見る視点、保育を見る視点 

３．幼児期の発達の特徴 

４．子どもの行動の意味と記録の方法 

５．発達やかかわりに配慮を必要とする子どもへのかかわり方 

  保護者対応・支援 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート 

なぜ環境による保育が幼児教育では求められるのか、授業で学んだことを踏まえまとめる。１０００字程

度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新・保育講座６ 森上、渡辺、大豆生田 編『保育方法・指導法の研究』ミネルヴァ書房 

【参考書】 

厚生労働省『保育所保育指針』 

文部科学省『幼稚園教育要領』 

文部科学省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．子ども（幼児）の内面と行動について、その基本的事項（意味、発達的特性、環境とのかかわり）を理

解し、説明できるか。 

2．保育状況における様々な幼児の姿の理解（深まりと広がり）の方法と、保育者としての適切なかかわり
方 

について具体的かつ明瞭に説明できるか。 

○評定の方法 

１．授業への態度、グループワークで共同する態度 総合点の 30％、２．提出物 （小テスト、レポート）

総合点の 7０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

幼児の内面を理解し、保育者としてどのようにかかわるか、具体的な場面を通して、共に探求し、考えて

いきましょう。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション  

授業概要、授業計画 

事前学習 
幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育

要領の第 1章を読んでくる。 

事後学習 シラバス全体に目を通し、今後の進行を確認しておく。 

第２回 幼児期の特性と心理 

事前学習 教科書該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
幼児期の発達の特性と、関連する遊びについて理解す

る。 

第３回 幼児期の遊びの意義 
事前学習 身近な幼児の遊びについて調べておく。 

事後学習 幼児の遊びと学びの関係を理解する。 

第４回 遊びによる総合的指導 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 遊びによる総合的指導と５領域の関係性を理解する。 

第５回 生涯教育の中での幼児教育の特質 

事前学習 
教科書、配布資料を読み、幼児期の子どもの発達的特

徴をまとめてくる。 

事後学習 
生涯教育の中での幼児教育の重要性について理解す

る。 

第６回 環境による保育① 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
なぜ、保育では「環境による保育」が求められるのか

理解する。 

第７回 環境による保育② 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 
保育環境を構成する保育者のあり方、留意点を理解す

る。 

第８回 保育形態について 
事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 様々な保育形態の特徴を理解する。 

第９回 保育方法の原理① 事前学習 
保育場面（集団生活）における子どもの立場、気持ち

をイメージしてくる。 



 

 

事後学習 
個と集団の関係における子どもの側から観たその内的

世界と外的世界をまとめる。 

第１０回 保育方法の原理② 

事前学習 
保育場面（集団生活）における、子ども同士、保育者

とのかかわりについてイメージしてくる。 

事後学習 
グループデイスカッションを通し、集団と個の関係、

子ども同士、保育者とのかかわりについてまとめる。 

第１１回 行事を生かした保育 

事前学習 園での行事のあり方について調べておく。 

事後学習 
行事の意義と目的を理解し、行事を生かした保育につ

いて考察する。 

第１２回 保育者の専門性 

事前学習 保育者の専門性について調べておく。 

事後学習 
保育者の役割、資質、専門性、カウンセリングマイン

ドについて理解する。 

第１３回 地域や小学校との連携 

事前学習 教科書の該当箇所を読んでくる。 

事後学習 

地域の協力があり園が成り立っている事、幼児教育で

大切にして来た事を小学校へと移行する大切さについ

て理解する。 

 

 

課題研究 

  １ 

 

              

課題研究テーマ：第２回～４回の講義内容を踏まえて、遊びによる総合的指導とはどの様なことかまとめなさい。 

レポート形式：１０００～１２００字程度 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

課題研究 

  ２ 

 

課題研究テーマ：第８回の講義内容を踏まえて、保育形態についてその種類や意義についてまとめなさい。 

レポート形式：１０００～１２００字程度 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１１回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 幼児理解 （2 単位）J 

３．科目番号 

SJMP2312 

SSOT2408 

SCOT2408 

JNCS1405 
２．授業担当教員 鈴木 美子 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

幼児期の保育は、幼児一人ひとりの発達の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行うことが重要です。 

本科目では、幼児一人ひとりの行動や内面の理解、発達を適切に把握できるよう、実践事例（文献、映像）

等を用いて、幼児の生活の実際とその理解、具体的な指導のとらえと意味、幼児期の保育における環境のと

らえ方、評価の在り方、幼小の連携、並びに行事について学びます。 

８．学習目標 

・保育は環境を通して行うものであることが理解できるようになる。 

・保育者の役割をあげ、説明することができるようになる。 

・幼児期の保育における評価について説明することができるようになる。 

・幼小の学びの関連性が分かるようになる。 

・行事の意味が分かり、日常の保育との関係を説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

宿題：必要に応じて次回の授業に関するプリントを渡します。記入箇所に記載し、自分の考えをまとめ、文
章化した上で各回の授業（ディスカッション）に臨んで下さい。ディスカッションを充実させること

につながります。 

レポート：課題を授業中に提示します。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】小田豊編著『幼児教育の方法』北大路書房。 

【参考書】幼稚園教育要領解説、保育所保育指針解説書、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．保育及び幼児理解の基本を理解しているか。 

２．幼児期の発達が理解できたか。 

３. 保育者の役割を理解し、保育者の姿勢を意識して捉えてようとしているか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、グループワークで協働する態度、提出物、理解度を総合して評価

する。 

１ 受講態度        30％ 

２ 小テストによる理解度  40％ 

３ 提出物         30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

大人になってきている自分を、もう一度振り返って、幼児期の自分の心や眼差しを思い起こしながら、子
どもの目線になって幼児理解を試みてみましょう。 

実践事例を通して、具体的に捉え考えることの積み重ねによって幼児理解を確かなものへと構築していき
ましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要、授業計画、保育とは 
事前学習 幼稚園教育要領解説とポイントを読んでおく。 

事後学習 幼児期の発達の特徴をまとめる。 

第２回 
環境を通して行う保育（その１） 

―子どもにとっての環境の意味― 

事前学習 プリントを読み必要箇所に記入しておく。 

事後学習 環境の意味をまとめる。 

第３回 
環境を通して行う保育（その２） 

―保育者の役割― 

事前学習 プリントを読み必要箇所に記入しておく。 

事後学習 保育者の役割をまとめる。 

第４回 
環境を通して行う保育（その３） 

―友だちという存在― 

事前学習 プリントを読み必要箇所に記入しておく。 

事後学習 友だちの存在についてまとめる。 

第５回 

実践事例の映像から 

―環境に関わって遊びを展開する子ども

の姿を具体的に捉える― 

事前学習 プリントを読んで課題を考えてまとめておく。 

事後学習 
事例をもとに環境の意味を具体的にまとめる 

第６回 
実践事例の映像から 

―保育者の援助を具体的に捉える― 

事前学習 プリントを読んでおく。 

事後学習 
事例をもとに、保育者の援助を具体的に捉えその意味を文
章化する 

第７回 ３歳児の保育 

事前学習 プリントを読んでおく。 

事後学習 
3 歳児の発達と保育についてワークシートを仕上げ理解す
る。 

第８回 保育の評価 
事前学習 プリントを読んで空欄に適当な文章を記入しておく。 

事後学習 反省評価についてまとめる 

第９回 
連携を生かした保育 

―保育における連携とは― 

事前学習 プリントの必要箇所に記入しておく。 

事後学習 保育における連携についてまとめる。 

第１０回 

連携を生かした保育 

―保育場面と小学校以降の学びの関連性
を捉える― 

事前学習 プリントの必要箇所に記入しておく。 

事後学習 
幼児期における学びの芽生えとそれ以降の学習との関連を

まとめる 

第１１回 
行事を生かした保育 

―保育における行事の意味― 

事前学習 プリントを読んでおく。 

事後学習 
幼稚園教育要領解説とポイントの該当箇所を読み、行事の
意味をまとめる 

第１２回 
行事を生かした保育 

―運動会の実践事例から― 

事前学習 運動会について、幼児期の体験をまとめておく。 

事後学習 
映像の中の、幼児の具体的な姿を文章化し、日常の保育と
のつながりを捉える。 

第１３回 まとめ 事前学習 本授業の要点や課題を整理しておく。 



 

 

事後学習 
本授業を通して学んだことを振り返り、各課題に関するポ
イントを文章化する 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第７回の講義内容を踏まえ、「４歳児の発達と保育者の援助」についてレポートを作成する。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,200字程度） 

実施時期：第７回後に実施する。 

提出期限：第 11回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業で教室にて行う。 

     質問等は随時受け付ける。オフィスアワー等研究室にて（事前に申し出てください。） 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回の講義内容を踏まえ、「５歳児の発達と保育者の援助」についてレポートを作成する。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,200字程度） 

実施時期：第７回後に実施する。 

提出期限：第 11回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業で教室にて行う。 

     質問等は随時受け付ける。オフィスアワー等研究室にて（事前に申し出てください。） 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 理科 （2単位） 

３．科目番号 SJEL3422 

２．授業担当教員 加藤 敏明・成田 成 

４．授業形態 講義、実験、グループ学習、討議・発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
小学校教育実習指導の単位を取得する前に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 私たちを取り巻く身近な自然を対象として、小学生が興味関心を持てるような自然現象、生命誕生、発生、

生物の進化、大気の形成、宇宙、地震、地球温暖化等について学習し、理科の見方・考え方の基礎を身に付

けることを目指す。 

８．学習目標 

 理科の授業では、私たちの身の回りで起きている自然現象に興味関心を持ち、その神秘のベールを解き明

かすことを第一の条件にする必要がある。そのためには、子ども達が探究する喜びを味わえるような実験・

観察方法を習得する。また、理科離れを防ぐために、教師は子ども達が体験できるような教材を見つけ、自

然の原理・原則をしっかり理解できるようになることを学習目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１：資源としての化石燃料が枯渇しようとしています。資源の枯渇問題に対しどのような対処の仕方が

あるか、あなたの考えを1,000字以内で記述せよ。 

課題２：生態系が崩壊しつつある。その原因と改善策について、あなたの考えを1,000字以内で論述せよ。 

課題３：温暖化が問題になっている。そこで、温暖化を防止するためにはどのような対処の仕方があるか、

あなたの考えを1,000字以内で記述せよ。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

左巻 健男『新しい科学の教科書 Ⅲ 第３版』文一総合出版、2012年。 

【参考書】 

文部科学省『小学校新学習指導要領解説 理科編』、2018年 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房、2015年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．理科の見方・考え方を理解しているか。 

２．自然の原理・原則を理解し、論理的なレポートを作成することができたか。 

○評定の方法 

１．授業への出席状況および受講態度（教科書の準備・私語・居眠り・積極性） ５０％ 

２．レポートの内容と提出状況 ５０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

○受講生に期待すること 

 １．教科書は必ず準備し、授業中は真剣に取り組み、分からないところは質問すること。 

 ２．授業中は他人に迷惑をかけないよう、私語・携帯電話・居眠り・飲食を禁止する。 

 ３．予習・復習をしっかり行い、学習内容を確実に習得すること。 

 ４．レポートや副教材のプリント等は各自整理整頓に努め、学習内容の大切な資料として活用すること。 

 ５．欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をするときは理由を書面にて提出すること。 

13．オフィスアワー 第１回の時に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

シラバスの説明、班編制、授業の受け方。 

力と運動について実験を通して学習する。 

バネばかりを利用して、力の測定と力の分散の実験 

事前学習 
教科書の第Ⅰ章 pp.10～40を読んで運動の第

１～第３法則を覚えておくこと。 

事後学習 授業で行った計算問題を解いてみること。 

第２回 

エネルギーの変換と保存について実験を通して学習す

る。 

ジェットコースターの実験 

事前学習 
教科書の第Ⅱ章 pp.42～75を読んで科学で使

用する仕事について調べておくこと。 

事後学習 
新エネルギーの開発が進まない理由を考え

ること。 

第３回 
生活に欠かせない物質資源とエネルギー資源の利用に

ついて、教科書を使用して学習する。（課題１提示） 

事前学習 
新エネルギーの開発が進まない理由をまと

めてくること。 

事後学習 課題１のレポートを仕上げること。 

第４回 
原子の構造について、教科書を使用して学習する。（課

題１提出） 

事前学習 
教科書の第Ⅲ章 pp.78～111 を読んで原子構

造を調べておくこと。 

事後学習 
原子の構造について調べ、イオン・酸やアル

カリの性質を覚えること。 

第５回 

電気を帯びた原子としてのイオンを理解するための実

験や化学式を学習する。 

電気を通す水溶液と電気を通さない水の実験 

事前学習 
イオンの働きについて、自分の考えをまとめ

ておくこと。 

事後学習 

教科書の第Ⅲ章 pp.78～111 をもう一度読み

直し、電気を帯びた原子の仕組みを覚えるこ

と。 

第６回 
生物を構成している細胞の役割、受精、細胞分裂、再生

などについて問題を解きながら理解する。 

事前学習 

教科書の第Ⅳ章 pp.114～127を読んで、受精、

減数分裂、再生などについて調べておくこ

と。 

事後学習 
細胞、受精、細胞分裂などについて復習する

こと。 



 

 

第７回 
遺伝の仕組みや進化について、基本的事項を押さえなが

ら理解する。 

事前学習 
教科書の第Ⅳ章 pp.127～137を読んで、遺伝、

減数分裂などについて調べておくこと。 

事後学習 遺伝の仕組みについて復習する。 

第８回 
生物界のつながりについて、食物連鎖などを考えながら

理解する。（課題２提示） 

事前学習 
教科書の第Ⅴ章 pp.140～159を読んで、生物

界のつながりについて調べておくこと。 

事後学習 課題２のレポートを仕上げる。 

第９回 

副教材（器官の働き、血液循環など）をもとに、基本的

な知識を学んで、体内に取り込まれた物質の流れと各器

官の働きを理解する。 

事前学習 
心臓や肺などの器官の働きや、血液の流れに

ついて調べておくこと。 

事後学習 副教材を中心に復習すること。 

第１０回 
天体（星座、恒星、惑星、衛星）の動きと地球の運動に

ついて、教科書等で要点を学習しながら理解する。 

事前学習 

教科書の第Ⅵ章 pp.162～196を読んで、天体

の動きと地球の運動について調べておくこ

と。 

事後学習 
副教材を読み、大切なところを記録しておく

こと。 

第１１回 
副教材（天気図の見方）をもとに、基本的な知識を学ぶ。

内容の理解については、複数の事例問題で確認する。 

事前学習 天気図の見方について調べておくこと。 

事後学習 
副教材と間違った問題を中心に復習するこ

と。 

第１２回 
副教材（地震のメカニズム）を読んで要点を学習し、問

題を解きながら出題パターンを理解する。 

事前学習 地震のメカニズムについて調べておくこと。 

事後学習 震源地の求め方を覚えること。 

第１３回 
教科書と映像を見て、地球の温暖化問題について、グル

ープで討議し発表する。（課題３提出） 

事前学習 温暖化の原因について考えておくこと。 

事後学習 
温暖化防止について、自分でできることをま

とめておくこと。 

課題研究

１ 

事前に配付した「環境破壊の資料」をもとに、各自の対策を 1,000字以内でまとめなさい。 

提出期限：第１３回の時 

事前学習：配付した資料をもとに、レポートを作成しておく。 

第１３回の授業で、温暖化対策と一緒に学習する。 

事後学習：各自ができる環境破壊対策を考えて実行できるようにする。 

課題研究

２ 

１５回の理科学習の総復習なので、「理科学習を終えて学んだことと自分で実行できること」を１，０００字以内でま

とめる。 

事前学習：レポートをまとめておくこと。 

提出期限：1週間以内とする。 

事後学習：学習してきたことで、苦手なところを復習しておくこと。 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
理科 （2単位） 

３．科目番号 
EDEL3307 

EDEL2307 
２．授業担当教員 加藤 敏明 

４．授業形態 講義、実験、グループ学習、討議・発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
小学校教育実習指導の単位を取得する前に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 私たちを取り巻く身近な自然を対象として、小学生が興味関心を持てるような自然現象、生命誕生、発生、

生物の進化、大気の形成、宇宙、地震、地球温暖化等について学習し、理科の見方・考え方の基礎を身に付

けることを目指す。 

８．学習目標 

 理科の授業では、私たちの身の回りで起きている自然現象に興味関心を持ち、その神秘のベールを解き明

かすことを第一の条件にする必要がある。そのためには、子ども達が探究する喜びを味わえるような実験・

観察方法を習得する。また、理科離れを防ぐために、教師は子ども達が体験できるような教材を見つけ、自

然の原理・原則をしっかり理解できるようになることを学習目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１：資源としての化石燃料が枯渇しようとしています。資源の枯渇問題に対しどのような対処の仕方が

あるか、あなたの考えを1,000字以内で記述せよ。 

課題２：生態系が崩壊しつつある。その原因と改善策について、あなたの考えを1,000字以内で論述せよ。 

課題３：温暖化が問題になっている。そこで、温暖化を防止するためにはどのような対処の仕方があるか、

あなたの考えを1,000字以内で記述せよ。  

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

左巻 健男『新しい科学の教科書 Ⅲ 第３版』文一総合出版、2012年。 

【参考書】 

文部科学省『小学校新学習指導要領解説 理科編』、2018年 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房、2015年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．理科の見方・考え方を理解しているか。 

２．自然の原理・原則を理解し、論理的なレポートを作成することができたか。 

○評定の方法 

１．授業への出席状況および受講態度（教科書の準備・私語・居眠り・積極性） ５０％ 

２．レポートの内容と提出状況 ５０％ 

上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

○受講生に期待すること 

 １．教科書は必ず準備し、授業中は真剣に取り組み、分からないところは質問すること。 

 ２．授業中は他人に迷惑をかけないよう、私語・携帯電話・居眠り・飲食を禁止する。 

 ３．予習・復習をしっかり行い、学習内容を確実に習得すること。 

 ４．レポートや副教材のプリント等は各自整理整頓に努め、学習内容の大切な資料として活用すること。 

 ５．欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をするときは理由を書面にて提出すること。 

13．オフィスアワー 第１回の時に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

シラバスの説明、班編制、授業の受け方。 

力と運動について実験を通して学習する。 

バネばかりを利用して、力の測定と力の分散の実験 

事前学習 
教科書の第Ⅰ章 pp.10～40を読んで運動の第

１～第３法則を覚えておくこと。 

事後学習 授業で行った計算問題を解いてみること。 

第２回 

エネルギーの変換と保存について実験を通して学習す

る。 

ジェットコースターの実験 

事前学習 
教科書の第Ⅱ章 pp.42～75を読んで科学で使

用する仕事について調べておくこと。 

事後学習 
新エネルギーの開発が進まない理由を考え

ること。 

第３回 
生活に欠かせない物質資源とエネルギー資源の利用に

ついて、教科書を使用して学習する。（課題１提示） 

事前学習 
新エネルギーの開発が進まない理由をまと

めてくること。 

事後学習 課題１のレポートを仕上げること。 

第４回 
原子の構造について、教科書を使用して学習する。（課

題１提出） 

事前学習 
教科書の第Ⅲ章 pp.78～111 を読んで原子構

造を調べておくこと。 

事後学習 
原子の構造について調べ、イオン・酸やアル

カリの性質を覚えること。 

第５回 

電気を帯びた原子としてのイオンを理解するための実

験や化学式を学習する。 

電気を通す水溶液と電気を通さない水の実験 

事前学習 
イオンの働きについて、自分の考えをまとめ

ておくこと。 

事後学習 

教科書の第Ⅲ章 pp.78～111 をもう一度読み

直し、電気を帯びた原子の仕組みを覚えるこ

と。 

第６回 
生物を構成している細胞の役割、受精、細胞分裂、再生

などについて問題を解きながら理解する。 

事前学習 

教科書の第Ⅳ章 pp.114～127を読んで、受精、

減数分裂、再生などについて調べておくこ

と。 

事後学習 
細胞、受精、細胞分裂などについて復習する

こと。 



 

 

第７回 
遺伝の仕組みや進化について、基本的事項を押さえなが

ら理解する。 

事前学習 
教科書の第Ⅳ章 pp.127～137を読んで、遺伝、

減数分裂などについて調べておくこと。 

事後学習 遺伝の仕組みについて復習する。 

第８回 
生物界のつながりについて、食物連鎖などを考えながら

理解する。（課題２提示） 

事前学習 
教科書の第Ⅴ章 pp.140～159を読んで、生物

界のつながりについて調べておくこと。 

事後学習 課題２のレポートを仕上げる。 

第９回 

副教材（器官の働き、血液循環など）をもとに、基本的

な知識を学んで、体内に取り込まれた物質の流れと各器

官の働きを理解する。 

事前学習 
心臓や肺などの器官の働きや、血液の流れに

ついて調べておくこと。 

事後学習 副教材を中心に復習すること。 

第１０回 
天体（星座、恒星、惑星、衛星）の動きと地球の運動に

ついて、教科書等で要点を学習しながら理解する。 

事前学習 

教科書の第Ⅵ章 pp.162～196を読んで、天体

の動きと地球の運動について調べておくこ

と。 

事後学習 
副教材を読み、大切なところを記録しておく

こと。 

第１１回 
副教材（天気図の見方）をもとに、基本的な知識を学ぶ。

内容の理解については、複数の事例問題で確認する。 

事前学習 天気図の見方について調べておくこと。 

事後学習 
副教材と間違った問題を中心に復習するこ

と。 

第１２回 
副教材（地震のメカニズム）を読んで要点を学習し、問

題を解きながら出題パターンを理解する。 

事前学習 地震のメカニズムについて調べておくこと。 

事後学習 震源地の求め方を覚えること。 

第１３回 
教科書と映像を見て、地球の温暖化問題について、グル

ープで討議し発表する。（課題３提出） 

事前学習 温暖化の原因について考えておくこと。 

事後学習 
温暖化防止について、自分でできることをま

とめておくこと。 

課題研究

１ 

事前に配付した「環境破壊の資料」をもとに、各自の対策を 1,000字以内でまとめなさい。 

提出期限：第 13回のとき 

事前学習：配付した資料をもとに、レポートを作成しておく。 

第 13回の授業で、温暖化対策と一緒に学習する。 

事後学習：各自ができる環境破壊対策を考えて実行できるようにする。 

課題研究

２ 

１５回の理科学習の総復習なので、「理科学習を終えて学んだことと自分で実行できること」を 1,000 字以内でまとめ

る。 

提出期限：１週間以内 

事前学習：レポートをまとめておくこと。 

事後学習：学習してきたことで、苦手なところを復習しておくこと。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 臨床心理学概論 / 臨床心理学 （4 単位） 

３．科目番号 
SPMP2114 

PSMP2114 
２．授業担当教員 鈴木 克也 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学として、その成り立ち、不適応や障害、病、苦悩の発生原因や発生過程、回復の過程を探る科

学的側面と、問題を抱える人々に寄り添いながら、適応の調整や人格的成長を促進することで問題の解消や

軽減を目指す実践的側面との両面を学ぶ。そのために、心理的援助を必要とする人々の心理を理解するだけ

でなく、問題を理解するアセスメントの視点から各発達段階に生じやすい心理的問題や障害を理解する。ま

た、問題の解決に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

1.精神疾患や発達障害を含めて、心理的問題を抱える人々の心理を理解し、説明できる。 

2.各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

3.不登校・いじめ・虐待・自死・非行問題といった代表的な心理臨床の問題を理解し、説明できる。 

4.心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

5.主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

6.スクールカウンセリングについて理解をし、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.授業ではグループ発表を行う。 

・グループ毎に与えられたテーマについての発表に向けて、グループ内で役割分担をして準備し、発表する。 

・テーマは以下の内容を予定している。 

  ○「乳幼児期・児童期の健康な発達像と心理的問題」「青年期・成人期の健康な発達像と心理的問題」

「老年期の発達課題と心理的問題」「心理アセスメント」「心理面接によるアセスメント」「精神分

析学の考え方」「来談者中心療法の考え方」「行動療法の前提となる学習理論」「認知行動療法の考

え方」「グループ・アプローチの考え方」「各領域における臨床心理学的実践」 

2.レポート課題について。 

・現代社会の心理臨床学的諸問題の中から、学生が自らテーマを選択し、問題解決に向けて臨床心理学がど 

のように貢献できるかを論じる。 

・レポートは1200字程度で作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

下山晴彦編『よくわかる臨床心理学』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.精神疾患・発達障害を含めた心理的問題を抱える人の心理の理解 

2.各発達段階における心理的課題と障害の理解 

3.代表的な心理臨床の理解 

4.心理アセスメントの考え方と方法の理解 

5.主要な心理的援助の理論と技法の理解 

6.スクールカウンセリングについての理解 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

レポート課題 ４０％ 

授業への参加 ３０％ 

発表 ３０％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

1. 授業には積極的な態度で参加し、理解できないことがあったら、自ら進んで教員に質問すること。 

2. 正当な理由がない限り、欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をした場合は、その理由を必

ず教員に書面をもって報告すること。 

3. 他の受講生に迷惑をかける行為（発表時の欠席、私語 等）は慎むこと。 

13．オフィスアワー 別途連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

・グループ分け 

事前学習 
臨床心理学から、自分が学びたいことをノート

に書き出す。 

事後学習 
グループ発表に向けた今後の打ち合わせを行

う。 

第２回 
臨床心理学はどのように生まれ、展開してきている

のか（アメリカでの展開と日本での経過）。 

事前学習 
テキスト pp.18-25 を通読し、要点を学習ノー

トにまとめる。 

事後学習 
臨床心理学とは何かを自分の言葉にして学習

ノートにまとめる。 

第 3 回 神経発達障害（知的障害を含む）の全体を理解する。 

事前学習 

神経発達障害について、自分の知っている事柄

やそれに関連した自分の体験をノートに箇条

書きしてくる。 

事後学習 
神経発達障害のそれぞれの特性を学習ノート

にまとめる。 



 

 

第 4 回 
発達過程で生じる問題を知り、その問題への臨床心

理学的アプローチについて学ぶ。 

事前学習 
テキスト pp.128-139 を通読し、発達過程で生

じる問題を学習ノートにまとめる。 

事後学習 
発達過程で生じる問題に対する臨床心理学的

支援の方法を学習ノートにまとめる。 

第 5 回 乳幼児期の発達課題と心理的な問題を理解する。 

事前学習 
乳幼児期の健康な発達像について調べて、学習

ノートにまとめる。 

事後学習 
乳幼児期の発達課題と心理的問題について学

習ノートにまとめる。 

第 6 回 学童期の発達課題と心理的な問題を理解する。 

事前学習 
学童期の健康な発達像について調べて、学習ノ

ートにまとめる。 

事後学習 
学童期の発達課題と心理的問題について学習

ノートにまとめる。 

第 7 回 思春期の発達課題と心理的な問題を理解する。 

事前学習 
思春期の健康な発達像について調べて、学習ノ

ートにまとめる。 

事後学習 
思春期の発達課題と心理的問題について学習

ノートにまとめる。 

第 8 回 青年期の発達課題と心理的な問題を理解する。 

事前学習 
青年期の健康な発達像について調べて、学習ノ

ートにまとめる。 

事後学習 
青年期の発達課題と心理的問題について学習

ノートにまとめる。 

第 9 回 成人期の発達課題と心理的な問題を理解する。 

事前学習 
成人期の健康な発達像について調べて、学習ノ

ートにまとめる。 

事後学習 
成人期の発達課題と心理的問題について学習

ノートにまとめる。 

第 10 回 老年期の発達課題と心理的な問題を理解する。 

事前学習 
老年期の健康な発達像について調べて、学習ノ

ートにまとめる。 

事後学習 
老年期の発達課題と心理的問題について学習

ノートにまとめる。 

第 11 回 

心理アセスメントの理解（見立てと診断の違い）と、

その多様性を知る。知能検査・パーソナリティ検査

についても理解する。 

事前学習 
テキスト pp.46-61 を通読して、わからない用

語や理解できない事柄を書き出してくる。 

事後学習 

心理アセスメントと医学的診断の違いについ

て、学習ノートにまとめる。心理テストの実施

をめぐる諸問題については学習ノートにまと

める。 

第 12 回 

力動論（特に、精神分析学）について理解する。フ
ロイトの自我構造論・防衛機制の考え方を学び、分
析心理学の考え方も理解する。 

事前学習 
テキスト pp.146-149 を通読し、興味のある個

所を書き出す。 

事後学習 
自我構造論・防衛機制および分析心理学の考え
方を学習ノートにまとめる。 

第 13 回 

人間性心理学（特に、来談者中心療法）について理
解する。ロジャースの自己理論の考え方およびカウ

ンセラーの 3 条件を学ぶ。 

事前学習 

テキスト pp.142-145 を通読して、学習理論が
当てはまる身の回りの出来事をリストアップ

する。 

事後学習 
自己理論の考え方とカウンセラーの 3 条件に
ついて学習ノートにまとめる。； 

第 14 回 行動論について理解する。 

事前学習 

テキスト pp.154-157 を通読して、学習理論が
当てはまる身の回りの出来事をリストアップ

する。 

事後学習 
行動論について理解したことを学習ノートに

まとめる。 

第 15 回 
認知行動療法について理解する。認知行動療法にお
ける臨床面接の進め方の実際を学ぶ。 

事前学習 
捉え方の違いによって自分の感じ方が変わっ

た実体験を思い出して書き出してくる。 

事後学習 
認知行動療法が依拠する ABC 図式について整
理する。 

第 16 回 
システム論について理解する。代表的な家族療法の
考え方を学習する。 

事前学習 
テキスト pp.162-165 を通読して、分からない
言葉を書き出してくる。 

事後学習 

以下の 2 点について学習ノートを使用して整
理する。 

①直線的因果律と円環的因果律について②家

族療法の技法について。 

第 17 回 

教育領域における心理臨床について理解する。特に、
スクールカウンセリングについて学習し、コミュニ
ティアプローチを理解する。 

事前学習 テキスト pp.262-265 を通読しておく。 

事後学習 

教育領域における心理臨床について、要点を学

習ノートにまとめる。日本におけるスクールカ
ウンセラー制度についてまとめる。 

第 18 回 
不登校・いじめ問題を理解し、その心理的援助につ
いて学ぶ。 

事前学習 
不登校問題の原因について、自分が考えたこと
を学習ノートにまとめる。 

事後学習 
不登校・いじめ問題の要点を学習ノートにまと

める。 

第 19 回 福祉領域の心理臨床について理解する。 事前学習 テキスト pp.270-273 を通読しておく。 



 

 

事後学習 
福祉領域における心理臨床について要点を学
習ノートにまとめる。 

第 20 回 
虐待問題、障害をもつ人、高齢者への心理的支援を
学ぶ 

事前学習 
虐待問題の対策について自分が考えたことを

学習ノートにまとめる。 

事後学習 虐待問題の要点を学習ノートにまとめる。 

第 21 回 医療領域の心理臨床について理解する。 

事前学習 テキスト pp.266-269 を通読しておく。 

事後学習 
医療領域における心理臨床について要点を学
習ノートにまとめる。 

第 22 回 
がん医療およびリエゾン医療における心理臨床を学
ぶ。 

事前学習 
医療領域の心理臨床的問題を自分なりに考え

て学習ノートにまとめる。 

事後学習 
リエゾン医療における心理臨床について学習

ノートにまとめる。 

第 23 回 産業領域の心理臨床を理解する。 

事前学習 テキスト pp.278-281 を通読しておく。 

事後学習 
産業領域における心理臨床について、要点を学

習ノートにまとめる。 

第 24 回 自殺問題を理解し、その予防について学ぶ。 

事前学習 
自殺問題の予防策について自分が考えたこと
を学習ノートにまとめる。 

事後学習 
自殺問題の予防策について要点を学習ノート
にまとめる。 

第 25 回 司法・矯正領域の心理臨床を理解する。 

事前学習 教科書 pp.274-277 を通読しておく。 

事後学習 
司法領域における心理臨床について要点を学
習ノートにまとめる。 

第 26 回 非行問題を理解し、その心理的援助について学ぶ。 

事前学習 
非行問題について、自分が考えたことを学習ノ
ートにまとめる。 

事後学習 
非行問題の心理的援助について、学習ノートに
まとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：授業の内容を参考にして、「生涯発達の視点から、各発達段階における課題と生じうる心理的問題」

についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,000程度) 

実施時期：第 8回の授業開始時に提出する。 

     提出時期について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通じて学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：授業の内容を参考にして、「精神分析・行動療法・来談者中心療法」についてレポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,000程度) 

実施時期：第 8回の授業開始時に提出する。 

     提出時期について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通じて学んだことをまとめる。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：授業の内容を参考にして、「自分の興味のある心理療法」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,000程度) 

実施時期：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出時期について引き続き質問がある場合はその後も授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通じて学んだことをまとめる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：授業の内容を参考にして、「自分が興味を持っている領域における心理臨床」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,000程度) 

実施時期：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出時期について引き続き質問がある場合はその後も授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通じて学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
臨床心理学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 EDPS3305 

２．授業担当教員 後藤 進吾 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学とは、人間がより健康的に生きるために心理学な知見を大いに活用する学問のことである。心

理学の分野のなかでも、特に実践的かつ応用的なものであり、そのため、学問の全体を学ぶことはなかなか
に大変な事柄である。そこで本講義では、臨床心理学を支える専門知識として、①面接、②査定、③地域援
助、④研究の 4 点を取り上げ、その理解を主な目的とする。そして時間の許す限り、教育、福祉、医療、社

会における臨床心理学の役割、たとえば健康の維持や予防について言及する予定である。 

※養護教諭、高校教諭（公民）を希望する学生等が履修します。 

８．学習目標 

臨床心理学とはどのような学問体系かわかるようになる。 

１ 臨床心理学の構造を理解し、説明することができる。 
２ 面接、査定、地域援助、研究のそれぞれについて理解し、説明することができる。 
３ 面接と査定については、理論とあわせ実践に役立つ技術についても理解し、説明することができる。 

４ 地域援助は、教育、福祉、医療、社会の領域における臨床心理学の役割について理解し、説明すること

ができる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 事前学習において、授業で取り扱うテキストの部分を読みこみ、自身の経験・体験も踏まえ思考を巡らせ

ておくこと。また講義時に毎回配布するワークシートで復習をすること。 

 レポート課題は臨床心理学と現代社会との関わりに関して2000字程度でまとめ、第15回の講義時に提出す

る。レポートの詳細に関しては講義内で提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】下山晴彦 監修 『面白いほどよくわかる臨床心理学』西東社 

 その他の参考図書については講義中に適宜紹介します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．臨床心理学の構造、面接、査定、地域援助について理解し、説明できる。 

２．臨床心理学の役割を理解し、学んだことを実践の場でどのように応用するかを考察できる。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 授業態度と参加姿勢   総合点の２０％ 

２ 試験          総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 初回授業では受講ルールや成績評価の詳細を説明します。受講希望者は必ず第一回目の授業に出席してく

ださい。なお、受講態度と課題への積極的な取り組みを評価しますので、授業内容に関連しない私語・居眠

りや携帯電話の使用、事前に通知のない欠席・遅刻・早退は減点の対象となります。 

13．オフィスアワー  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 臨床心理学とは？①：基礎知識と成り立ち 
事前学習 テキスト pp.12~23 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第２回 臨床心理学とは？②：活動と基本理念 
事前学習 テキスト pp.23~43 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第３回 アセスメントの基礎①：基礎と技法 
事前学習 テキスト pp.44~55 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第４回 アセスメントの基礎②：技法と分析方法 
事前学習 テキスト pp.56~76 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第５回 人の発達と心の問題①：発達臨床心理学 
事前学習 テキスト pp.78~99 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第６回 人の発達と心の問題②：発達過程で生じる問題 
事前学習 テキスト pp.100~120 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第７回 
異常心理学①：基礎と精神障害の分類（不安障害・身体

表現性障害・解離性障害・パーソナリティ障害） 

事前学習 テキスト pp.122~143 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第８回 異常心理学②：精神障害の分類（強迫性障害・摂食障害） 
事前学習 テキスト pp.144~159 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第９回 異常心理学③：精神障害の分類（気分障害・統合失調症） 
事前学習 テキスト pp.160~166 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第１０回 問題への介入①：介入のための理論 
事前学習 テキスト pp.168~183 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第１１回 問題への介入②：介入のための技法 
事前学習 テキスト pp.184~223 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第１２回 コミュニティへの介入:諸領域でのコミュニティ活動 
事前学習 テキスト pp.224~256 を読む 

事後学習 ワークシートの作成と重要語句のまとめ 

第１３回 臨床心理学の研究活動：基礎と技法 事前学習 テキスト pp.258~270 を読む 

 



 

 

課題研究

１ 

 課題研究テーマ： 

第５回〜第６回の講義内容を踏まえ「発達過程で生じる問題と支援」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙(1200〜1500 字程度)。 

実施時期：第６回講義後に実施する。 

提出期限：第７回の講義時に提出する。提出後の添削指導・質疑応答・意見交換に関しては、追って日時を教員から

通達する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポートの作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し、学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

 課題研究テーマ： 

第７回〜第９回の講義内容およびテキスト pp.272~297 を読み、それらの内容を踏まえ「精神障害と社会との関わり・

支援」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙(1200〜1500 字程度) 

実施時期：第９回講義後に実施する。 

提出期限：第１０回の講義時に提出する。提出後の添削指導・質疑応答・意見交換に関しては、追って日時を教員か

ら通達する。添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポートの作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し、学んだことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 倫理学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1320 

２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 われわれ人間は、事実的な文脈（「～である」）と価値的な文脈（「～すべき/よい/悪い」）とが交差しながら

織り成す毎日の中で生きている。大雑把に言えば、「科学」を志向するさまざまな学問分野は、前者（事実）

を明らかにすることを目指しており、他方、後者（価値）をその研究対象に据えているのが、哲学や本コー

スで学ぶ倫理学である。 

 価値（判断）という捉えどころのないものに対して、人類社会は、少なくとも 2,000 年以上にわたって思

索を積み重ね、叡智を積み上げてきた。本コースでは、そのような倫理学の主要な理論や学説を、日常生活

につながりをもつような問いと重ね合わせながら学んでいく。 

８．学習目標 

１ 現代社会における様々な倫理的問題に関心を持ち、それに対する自分の意見を発表することができる。 

２ さまざまな倫理学説を学ぶことによって、日常生活の中にいろいろなかたちで姿を表す「正義」「幸福」

「公正」「自由」「義務」といった概念に対して、自分なりに根拠をもって説明できるようになる。 

３ 倫理的問題に関する様々な議論を理解し、それを踏まえて自分の意見を聞いている人に分かりやすく述

べることができる。 

４ ディスカッションを通して、人の意見をよく聞き、自分の意見を人に分かりやすく伝えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．事前課題・ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．期末レポート 

「事前課題・ワークシートに記述してきた自分の意見や授業中のディスカッションを踏まえて、自分自身

の倫理観について分析しなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

高橋昌一郎『哲学ディベート 〈倫理〉を〈論理〉する』ＮＨＫ出版、2007。 

【参考書】 

ジェームズ・レイチェルズ著・古牧徳生・次田憲和訳 

『現実をみつめる道徳哲学‐安楽死からフェミニズムまで‐』晃洋書房、2003。 

アンソニー・ウエストン著・野矢茂樹・高村夏輝・法野谷俊哉訳『ここからはじまる倫理』春秋社、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・現代社会における様々な倫理的問題に関心を持つことができたか。 

・倫理学に関わる概念について、自分なりに根拠をもって説明できるようになったか。 

・倫理的問題に関する様々な議論を理解し、それを踏まえて自分の意見を持つことができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．事前課題を毎回出しますので、教科書を読み、授業前に事前課題に取り組みましょう。事前課題を行っ

ていない人の出席は認めません。 

２．授業中は私語を慎み、携帯電話の電源を切って参加してください。 

３．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

４．授業中に分からなかったことや疑問点は後に残さずに授業後に質問してください。 

５．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

６．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 はじめに‐〈論理〉と〈倫理〉 

事前学習 
「目次」を見て、興味のあるテーマをチェックして

おく。 

事後学習 
倫理学を学ぶ意義について自分なりに考えをまとめ

ておく。 

第２回 功利主義と普遍的道徳 

事前学習 
教科書「はじめに」（pp.9～24）を読み、事前課題に

取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第３回 
文化‐食べるとはどのようなことか①（第Ⅰ章） 

‐命の授業‐ 

事前学習 教科書（pp.73～94）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第４回 
文化‐食べるとはどのようなことか②（第Ⅰ章） 

‐犬食問題‐ 

事前学習 教科書（pp.95～114）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 



 

 

第５回 
人命‐いかに産むべきか①（第Ⅱ章） 

‐代理出産‐ 

事前学習 教科書（pp.115～138）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第６回 
人命‐いかに産むべきか②（第Ⅱ章） 

  ‐ベビー・ビジネス‐ 

事前学習 教科書（pp.138～158）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第７回 
人権‐どのように罰するべきか①（第Ⅲ章） 

‐死刑‐ 

事前学習 教科書（pp.159～185）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第８回 
人権‐どのように罰するべきか②（第Ⅲ章） 

‐終身刑‐ 

事前学習 教科書（pp.186～201）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第９回 
自由‐何をしても許されるのか①（第Ⅳ章） 

‐メーガン法‐ 

事前学習 教科書（pp.203～224）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１０回 
自由‐何をしても許されるのか②（第Ⅳ章） 

‐売春‐ 

事前学習 教科書（pp.225～245）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１１回 
尊厳‐いかに死すべきか①（第Ⅴ章） 

‐安楽死‐ 

事前学習 教科書（pp.247～270）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１２回 
尊厳‐いかに死すべきか②（第Ⅴ章） 

     ‐自殺‐ 

事前学習 教科書（pp.270～289）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１３回 
これまでの議論を踏まえて自分自身の倫理観につ

いて分析する 

事前学習 
これまで取り上げたテーマやディスカッションの内

容を復習し、自らの倫理観について考えておく。 

事後学習 
ディスカッションの中で明らかとなってきた自分自

身の倫理観について分析し、まとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書の序章「道徳‐あなたはなぜ正直なのか」を読み、自分の考えに一番近い人物名を挙げ、その

理由をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 2回の授業後に実施する。 

提出期限：第 3回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：これまで授業で取り上げてきたテーマの中から興味あるものを１つ選び、文献調査等を行い、考察を

まとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業後に提出する。 

事後学習：期末レポート作成に活用する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーションワーク （2単位） 

３．科目番号 GEHL1102 

２．授業担当教員 佐藤 友樹 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション理論の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

これからの社会の課題としてのレクリエーションについて学習する。まず、ライフステージ（幼児・児童・

青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面

での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活

用できるようにすることを目的とする。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実技発表：レクリエーション大会の運営。 

課題レポート：レクリエーション大会の評価。 

10．教科書・参考書・

教材 

必要に応じて資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

第 1回の授業は、教室でオリエンテーションとする。 

第 2回から第 6回までと第 8回から第 12回までは、体育館で実技となるので運動ができる服装を準備するこ

と。原則、ジャージで参加すること。また、体育館シューズを準備すること。 

第 7回の授業は、教室でレクリエーション大会に向けての準備を行う。 

第 13回の授業は、教室で授業の振り返りを行う。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 
事前学習 

シラバスに目を通して本授業内容を確認す

る。 

事後学習 今後の学習計画を立てる。 

第２回 
レクリエーションの体験① 
 幼児期のレクリエーション 

事前学習 幼児期のレクリエーションについて調べる。 

事後学習 実施したゲームの評価をする。 

第３回 
レクリエーションの体験② 
 児童期のレクリエーション 

事前学習 児童期のレクリエーションについて調べる。 

事後学習 実施したゲームの評価をする。 

第４回 
レクリエーションの体験③ 
 青年期のレクリエーション 

事前学習 青年期のレクリエーションについて調べる。 

事後学習 実施したゲームの評価をする。 

第５回 
レクリエーションの体験④ 
 中年期のレクリエーション 

事前学習 中年期のレクリエーションについて調べる。 

事後学習 実施したゲームの評価をする。 

第６回 
レクリエーションの体験⑤ 
 老年期・障がい者のレクリエーション 

事前学習 
老年期・障がい者のレクリエーションについ
て調べる。 

事後学習 実施したゲームの評価をする。 

第７回 
レクリエーション大会の企画 

 展開案作成 

事前学習 展開案作成のための資料を収集する。 

事後学習 作成した展開案をチェックする。 

第８回 
レクリエーション大会① 

 対象：幼児期 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする。 

事後学習 レクリエーション大会の評価をする。 

第９回 
レクリエーション大会② 

 対象：児童期 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする。 

事後学習 レクリエーション大会の評価をする。 

第１０回 
レクリエーション大会③ 

 対象：青年期 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする。 

事後学習 レクリエーション大会の評価をする。 

第１１回 
レクリエーション大会④ 

 対象：中年期 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする。 

事後学習 レクリエーション大会の評価をする。 



 

 

第１２回 
レクリエーション大会⑤ 
 対象：老年期 ・障がい者 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする。 

事後学習 レクリエーション大会の評価をする。 

第１３回 まとめ（授業の振り返り） 
事前学習 これまでの授業内容を振り返る。 

事後学習 これまでの授業内容を整理する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：アイスブレーキングについて、①意義（アイスブレーキングとは？）、②ゲームの種類、③期待され

る効果の３点を調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（１０００字程度） 

       指定のレポート用紙を授業内で配布します 

実施時期：第３回の授業後に実施 

提出期限：第４回の授業終了時までに提出 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第５回授業終了後に実施教室（体育館）で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：アイスブレーキングについて学んだことを整理する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：対象者（対象期）を明確にし、レクリエーション支援の実施計画をレポートとしてまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（１０００字程度） 

       指定のレポート用紙を授業内で配布します 

実施時期：第６回の授業後に実施 

提出期限：第７回の授業開始時までに提出 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に実施教室（体育館）で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レクリエーション支援の実施計画を見直し、検討する。 
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T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　スポーツクラブや企業における児童体操講師、幼稚園での課外体育講師としての実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位

数） 
レクリエーションワーク （2単位） 

３．科目番号 GEHL1102 

２．授業担当教員 相原 豊 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これからの社会の課題としてのレクリエーションについて学習する。まず、ライフステージ（幼児・児童・

青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面

での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活

用できるようにすることを目的とする。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１ レクリエーションの基礎的理論とレクリエーション実施案の作成 

課題２ レクリエーションの企画を作成と、その企画書に沿った運営の実施 

10．教科書・参考

書・教材 

必要に応じて適宜資料を配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義はレクリエーションの基礎的な知識、技術から現場で必要となる応用的な知識、技術までを知るこ
とをねらいとしています。まずはレクリエーションを体験し、楽しみ、その経験から自らの力で企画や運営
をできる力を培っていきます。 

 実技や演習では、運動するためのふさわしい常識的な服装で参加してください。ジーンズやスウェット等

は不向きです。また室内では体育館シューズが必要です。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：概要や進め方、目的確認 
事前学習 レクリーションとは何かを考える 

事後学習 レクリエーションの目的をまとめる 

第２回 
様々な実践的レクリエーション① 
館内運動系 

事前学習 配布された資料をまとめる。 

事後学習 
実施されたレクリエーションのポイントを

まとめる。 

第３回 
様々な実践的レクリエーション② 
野外・館内運動系 

事前学習 配布された資料をまとめる 

事後学習 
実施されたレクリエーションのポイントを

まとめる。 

第４回 
様々な実践的レクリエーション③ 

野外運動系 

事前学習 配布された資料をまとめる 

事後学習 
実施されたレクリエーションのポイントを

まとめる。 

第５回 ニュースポーツレクリエーション（導入） 

事前学習 配布された資料をまとめる 

事後学習 
実施されたレクリエーションのポイントを

まとめる。 

第６回 ニュースポーツレクリエーション（実践） 

事前学習 配布された資料をまとめる 

事後学習 
実施されたレクリエーションのポイントを

まとめる。 

第７回 様々な発達段階を踏まえたレクリエーション 

事前学習 配布された資料をまとめる 

事後学習 
実施されたレクリエーションのポイントを

まとめる。 

第８回 
レクリエーション企画① 
幼児・児童期・青年期対象 

事前学習 グループでレクリエーションの立案 

事後学習 グループでレクリエーションの立案 

第９回 
レクリエーション企画② 
老年・障碍者対象 

事前学習 グループでレクリエーションの立案 

事後学習 グループでレクリエーションの立案 



 

 

第１０回 
レクリエーション大会① 
第 1グループリーダー 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする 

事後学習 レクリエーション大会の内容をまとめる 

第１１回 
レクリエーション大会② 
第２グループリーダー 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする 

事後学習 レクリエーション大会の内容をまとめる 

第１２回 
レクリエーション大会③ 
第 3グループリーダー 

事前学習 レクリエーション大会の準備をする 

事後学習 レクリエーション大会の内容をまとめる 

第１３回 レクリエーション大会－まとめ－ 

事前学習 各レクリエーション大会の内容をまとめる 

事後学習 
より良いレクリエーションの内容、方法を考

察しまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：（レクリエーション企画案）５期の発達段階から１期を選び約 20名の実施者を対象にした 2時間の企

画を立案する。 

レポート形式：A4用紙 1枚に目的～実施案を作成する。（１０００字程度）指定のレポート用紙を授業内で配布します 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：発達段階における 1期のレクリエーション実施方を整理する 

実施時期：第 9回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10回の授業前に提出する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：（レクリーション大会実施準備から反省まで）各自で考案した企画案の準備～反省までをレポートとし

て提出する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚にチーム内準備～各自準備・チーム内実施反省～各自実施反省をまとめる。（１０００字程

度）指定のレポート用紙を授業内で配布します 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：レクリエーション実施におけるチーム実施方法を整理する 

実施時期および提出期限：全講義終了後 1週間後を提出期限とする。 
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テキスト ボックス
　　オリンピック体操選手としての出場経験、また体操教室（体操クラブ）の体操指導経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位

数） 
レクリエーションワーク （2単位） 

３．科目番号 

GEHL2302 

GEHL1102 

GEHL2313 

JNGL2407 
２．授業担当教員 飯田 昌男 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
健康スポーツやレクリエーション理論の履修を勧めます。 

７．講義概要 

これからの社会の課題としてのレクリエーションについて学習する。まず、ライフステージ（幼児・児童・

青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面で

の、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活用で

きるようにすることを目的とする。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【課題】 

日本レクリエーション協会による、各種レクリエーションのルールや特徴を体験します。この体験を基にグル

ープもしくは個人にて、対象者に合わせたルールや援助を企画し、実践します。 

 1,事業企画案の提出 2,実践発表 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】日本レクリエーション協会著『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と

方法～』。購入してほしい。 

日本レクリエーション協会ホームページ。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

 この授業はレクリエーションの意義や特性を理解し、対象者に合わせたレクリエーション・ワークについて

知ることをねらいとしています。まずは、レクリエーションを自分や友だちとで楽しんでください。楽しむこ

とからルールや指導について考えてください。そして、計画や援助についての視点を持ち実際に支援できる実

技を身に付けてほしいと考えています。有意義で楽しい授業にしていきましょう。 

 授業においては以下のような基本的ルールを守ってください。 

1,事前学習の相談や授業中の活発な意見、質問を期待します。 

2,欠席は学則に則り 3回までです。遅刻や欠席などしないようにしましょう。 

 また、無断で早退した場合は欠席とします。 

3,実技中心の授業なので運動にふさわしい服装、髪型をしてきてください。ふさわしくない服装、髪型の場合

は授業参加をお断りする場合があります。 

13．オフィスアワー 別途連絡します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

＊授業の内容や約束等確認し、全体像をつかむ。 

＊アイスブレーキングを体験する。 

事前学習 
テキスト内のゲーム一覧を熟読し、自分の興

味のあるゲームを練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第２回 
ジャンケン・ゲーム 

＊対象は幼児から高齢者までを体験する。 

事前学習 配布された資料を熟読する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第３回 

チャレンジ・ザ・ゲーム 

＊日本レクリエーション協会推奨のゲームを体験す

る。 

事前学習 配布された資料を熟読する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第４回 

グラウンド・ゴルフ 

＊地域のお年寄りから幼児まで楽しめるゴルフを体

験する。 

事前学習 配布された資料を熟読する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第５回 

フライング・ディスク 

＊11 種目の競技があるが基本的な技術や注意点を学

ぶ。 

事前学習 配布された資料を熟読する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第６回 身近なものを利用したゲーム 事前学習 ゲームをひとつ考えてくる。 



 

 

＊園児から大人まで使えるゲームを体験する。 事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第７回 

レクリエーション事業計画① 

＊対象、時間、種目、ルール、注意点や工夫すること

などをディスカッションし、計画案を作成する。 

事前学習 

参考書の第 3章レクリエーション支援の理論 

第 4 章レクリエーション支援の方法を熟読す

る。 

事後学習 事業計画を確認し、練習する。 

第８回 

レクリエーション事業計画② 

＊計画案の見直しや発表の練習を行う。計画案の提

出。 

事前学習 

参考書の第 3 章レクリエーション支援の理論

第 4 章レクリエーション支援の方法を熟読す

る。 

事後学習 事業計画を練習する。 

第９回 

レクリエーション大会① 

＊グループにて実践発表する。その後、発表者による

振り返りと参加者による評価をディスカッション

する。 

事前学習 事業計画を練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第１０回 

レクリエーション大会② 

＊グループにて実践発表する。その後、発表者による

振り返りと参加者による評価をディスカッション

する。 

事前学習 事業計画を練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第１１回 

レクリエーション大会③ 

＊グループにて実践発表する。その後、発表者による

振り返りと参加者による評価をディスカッション

する。 

事前学習 事業計画を練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第１２回 

レクリエーション大会④ 

＊グループにて実践発表する。その後、発表者による

振り返りと参加者による評価をディスカッション

する。 

事前学習 事業計画を練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

第１３回 

レクリエーション大会⑤ 

＊グループにて実践発表する。その後、発表者による

振り返りと参加者による評価をディスカッション

する。 

事前学習 事業計画を練習する。 

事後学習 本時の内容を学習ノートにまとめる。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：レクリエーション大会⑥＊グループにて実践発表する。その後、発表者による振り返りと参加者による評価

をディスカッションする。 

実施時期：第 8回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：事業計画を練習する。 

事後学習：本時の内容を学習ノートにまとめる。 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：レクリエーション大会⑦＊グループにて実践発表する。その後、発表者による振り返りと参加者による評価

をディスカッションする。 

実施時期：第 8回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：事業計画を練習する。 

事後学習：本時の内容を学習ノートにまとめる。 
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１．科目名（単位

数） 
レクリエーションワーク （2単位） 

３．科目番号 GEHL1102 

２．授業担当教員 古俣 龍一 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

レクリエーション・インストラクター資格取得希望者 

レクリエーション関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

これからの社会の課題としてのレクリエーションについて学習する。まず、ライフステージ（幼児・児童・

青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面

での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活

用できるようにすることを目的とする。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1：対象者を特定し、その対象者に対応したレクリエーションを考え、グループで指導計画を作成する。 
その際、①対象者の特性、②人数、③支援上の留意点、④支援計画（タイムスケジュール）、⑤支援環

境などを十分考慮して立案する。 
課題2：立てられた企画書にしたがって実際に発表を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
『みんなであそぼう！かんたん・やさしい・レクリエーション・ゲーム集』日本レクリエーション協会。 
【参考書】 

＊必要に応じて資料を配布 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業はレクリエーションの意義や特性を把握し、発達段階や疾病段階に応じたレクリエーションワー
クについて学ぶことを目的としています。そのためには、まず、レクリエーションを自分で楽しむことから
始めます。そして、最終的にはレクリエーションを自ら立案し、援助できる能力を培います。みなさんでお

互いに協力し合いながら有意義で楽しい授業を進めていきましょう。 
受講生には本授業参加にあたって下記に示す心構えを期待します。 

１．授業は集中し、発表の振り返りに際しては活発な意見、質問等をすること。 

２．欠席、遅刻、早退は厳禁である。やむを得ない理由の場合は、届けを提出すること。 
３．実技中心の授業なので、運動にふさわしい服装、髪型をしてくること。ジーパンは禁止。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 本講義の意義（授業の約束、概要、

留意点、グループ分けなど） 
＊教科書等を確認しながらこれから何を学習していく
のかを知り、自分なりに授業の展望を掴む。 

事前学習 
本講義内容をシラバスにてあらかじめ把握

し臨む。 

事後学習 
各グループで提案するレクリエーションの

内容について具体的に話し合う。 

第２回 

レクリエーションワーク① 
 体験・ディスカッション（幼児期） 

＊企画書に基づいてレクリエーションの提案を行う。そ
の後、振り返りをしてよりよいレクリエーションにす
るにはどのような点に気をつければよいかについて

話し合う。＜実技、ディスカッション＞ 

事前学習 
幼児期のレクリエーションの特性や留意点
について考える。 

事後学習 

本時で提案されたレクリエーションの良い

点と改善点をディスカッションなどを参考

に自分なりにまとめる。 

第３回 

レクリエーションワーク② 

 体験・ディスカッション（児童期） 
＊企画書に基づいてレクリエーションの提案を行う。そ
の後、振り返りをしてよりよいレクリエーションにす

るにはどのような点に気をつければよいかについて
話し合う。＜実技、ディスカッション＞ 

事前学習 
児童期のレクリエーションの特性や留意点

について考える。 

事後学習 

本時で提案されたレクリエーションの良い

点と改善点をディスカッションなどを参考

に自分なりにまとめる。 

第４回 

レクリエーションワーク③ 

 体験・ディスカッション（青年期） 
＊企画書に基づいてレクリエーションの提案を行う。そ
の後、振り返りをしてよりよいレクリエーションにす

るにはどのような点に気をつければよいかについて
話し合う。＜実技、ディスカッション＞ 

事前学習 
青年期のレクリエーションの特性や留意点

について考える。 

事後学習 

本時で提案されたレクリエーションの良い

点と改善点をディスカッションなどを参考

に自分なりにまとめる。 



 

第５回 

レクリエーションワーク④ 

 体験・ディスカッション（壮年期） 
＊企画書に基づいてレクリエーションの提案を行う。そ
の後、振り返りをしてよりよいレクリエーションにす

るにはどのような点に気をつければよいかについて
話し合う。＜実技、ディスカッション＞ 

事前学習 
壮年期のレクリエーションの特性や留意点

について考える。 

事後学習 

本時で提案されたレクリエーションの良い

点と改善点をディスカッションなどを参考

に自分なりにまとめる。 

第６回 

レクリエーションワーク⑤ 
 体験・ディスカッション（高齢期） 
＊企画書に基づいてレクリエーションの提案を行う。そ

の後、振り返りをしてよりよいレクリエーションにす
るにはどのような点に気をつければよいかについて
話し合う。＜実技、ディスカッション＞ 

事前学習 
高齢期のレクリエーションの特性や留意点
について考える。 

事後学習 

本時で提案されたレクリエーションの良い

点と改善点をディスカッションなどを参考

に自分なりにまとめる。 

第７回 

レクリエーションワーク⑦ 
 体験・ディスカッション（場の設定） 
＊提案グループはまず場の設定が与えられる。その場に

適したレクリエーションを企画し発表する。その後、
振り返りをしてよりよいレクリエーションにするに
はどのような点に気をつければよいかについて話し

合う。 ＜実技、ディスカッション＞ 

事前学習 
特性な場所や環境（未定）を設定し、そのレ
クリエーションのあり方や留意点について
考える。 

事後学習 

本時で提案されたレクリエーションの良い

点と改善点をディスカッションなどを参考

に自分なりにまとめる。 

第８回 

レクリエーションワーク⑧ 

 小学生 
＊具体的に小学生の何学年かをはじめに設定し、それに
伴うレクリエーション活動を企画する。その後、振り

返りをしてよりよいレクリエーションにするにはど
のような点に気をつければよいかについて話し合う。 
＜実技、ディスカッション＞ 

事前学習 
幅の広い年齢層がある小学生のレクリエー

ションの特性や留意点について考える。 

事後学習 

本時で提案されたレクリエーションの良い

点と改善点をディスカッションなどを参考

に自分なりにまとめる。 

第９回 

レクリエーションワーク⑨ 
 実施時期の設定  
＊はじめに実施時期を設定し、それに伴うレクリエーシ

ョン活動を企画する。その後、振り返りをしてよりよ
いレクリエーションにするにはどのような点に気を
つければよいかについて話し合う。＜実技、ディスカ

ッション＞ 

事前学習 
実施時期（例:春夏秋冬）を限定し、相応した
レクリエーションの特性や留意点について
考える。 

事後学習 

本時で提案されたレクリエーションの良い

点と改善点をディスカッションなどを参考

に自分なりにまとめる。 

第１０回 

「レクリエーション大会」のプランニング①（グループ

分け） 
＊紅白に分かれてレクリエーションの要素が入った運
動会を企画する。選出された実行委員を中心としてグ

ループ分け、大会の意図にふさわしい種目、持ち時間
の設定など大会が円滑にできるように話し合いを行
う。＜ディスカッション＞ 

事前学習 

レクリエーション大会に向けてどのような

運営方法が重要かつ必要であるかを考える。
① 

事後学習 

ディスカッションを通して参考になったこ

とを各グループで話し合い、適切なレクリエ

ーションを企画する準備をする。① 

第１１回 

グループごとによる「レクリエーション大会」のプラン
ニング② 
＊実際にグループにわかれ、各グループで割り当てられ

た種目（出し物）について、準備する物や必要となる
ルール、採点方法など詳細な企画書作りを行う。＜デ
ィスカッション＞ 

事前学習 
レクリエーション大会に向けてどのような
運営方法が重要かつ必要であるかを考える。
② 

事後学習 

ディスカッションを通して参考になったこ

とを各グループで話し合い、適切なレクリエ

ーションを企画する準備をする。② 

第１２回 

「レクリエーション大会」1日目 
＊実際の大会に際しては、①企画書どおりに運営されて

いるか、②大会にふさわしい態度で臨んでいるか、③
大会を盛り上げようと自分なりに工夫をしているか、
④レクリエーション自体に工夫がされているか、など

を中心に評価する。＜評価＞ 

事前学習 
全員で取り組む｢レクリエーション大会｣の
具体的な運営方法を考える。 

事後学習 
「レクリエーション大会」1 日目の反省と 2

日目の準備およびその留意点をまとめる。 

第１３回 

「レクリエーション大会」2日目 まとめと評価 

＊実際の大会に際しては、①企画書どおりに運営されて
いるか、②大会にふさわしい態度で臨んでいるか、③
大会を盛り上げようと自分なりに工夫をしているか、

④レクリエーション自体に工夫がされているか、など
を中心に評価する。また、大会終了後総評を行う。＜
評価＞ 

事前学習 
全員で取り組む｢レクリエーション大会｣2 日

目の改善点や留意点をまとめる。 

事後学習 
「レクリエーション大会」の総括と実際の現

場での応用にかかわる検証をする 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：「視覚障害者を対象にしてどのようなレクリエーション行うか計画しなさい」 計画書には①「レクリ

エーションのタイトル名」②「準備するもの」③「実際の流れ」④「留意点」などを記載するとともに場の設定を必ず

図示しなさい。なお、対象者の年齢は任意とする。 

レポート形式：A4 用紙 両面 2 枚程度 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 第 8回以降、本課題について随時、質疑応答・意見交換を第 13 回授業

終了まで行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：「ある対象群を設定しレクリエーション大会を計画しプログラムを作成しなさい」 記載形式等作成の

詳細は 11回授業終了後に通知する。 

提出期限：追って授業内で指示する。 

プログラム形式で作成：A4 用紙両面 2 枚 事後指導：各事業団体が実施しているレクリエーション・大会プログラム

などを参考にし自分が作成したものを振り返る。 
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１．科目名（単位数） 労働衛生学 （4単位） 

３．科目番号 

SSMP3336 

SNMP3336 

SCMP3336 

SBMP3336 
２．授業担当教員 橋本 由利子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

労働者が安全で衛生的かつ快適に働くには、労働者を取り巻く環境をより良い状態に維持することが重要

である。そのために衛生管理者は、社会情勢の変化や技術革新に伴う労働環境の変化、労働者の高齢化等に

伴う心身の健康状態の変化等に柔軟に対応できなくてはならない。 

本科目では、安全衛生管理体制の確立と衛生管理者の役割、そして衛生管理の 3 本柱である「作業環境管

理」、「作業管理」、「健康管理」を中心に労働衛生管理全般について学ぶ。福祉を学んだ衛生管理者が求めら

れていることについても考察する。 

なお労働衛生学は、本学で国家資格である第 1 種衛生管理者免許を取得するために、必ず履修しなければ

ならない科目の一つである。 

８．学習目標 

１．我が国の労働衛生の現状について説明できるようになる。 

２．望ましい安全衛生管理体制について説明できるようになる。 

３．労働安全衛生マネジメントシステムやリスクアセスメントについて説明できるようになる。 

４．一般作業環境について説明できるようになる。 

５．有害作業環境（物理的、化学的、生物学的）要因とそれらによる健康障害について説明できるようにな

る。 

６．作業環境管理（作業環境測定とその管理、換気装置等）について説明できるようになる。 

７．作業管理（作業時間と休憩時間、労働衛生保護具等）について説明できるようになる。 

８．健康管理（健康診断及び健康教育等）について説明できるようになる。 

９．職場におけるメンタルヘルス対策について説明できるようになる。  

１０．救急蘇生法について説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・その日に学習したことを整理するために、毎回ワークシート（国家試験問題も含む）を提出する。 

・レポート課題 

①事務所環境調査を行い、その結果をレポートにする（図表を含み1600字程度） 

②労働安全衛生に関する新聞記事を読み、自分の考えをレポートにして発表する（1000字程度） 

③一次救命処置について手順をまとめる（1600字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】中央労働災害防止協会編『衛生管理（上）＜第１種用＞』中央労働災害防止協会、2020年。 

【参考書】鈴木庄亮・久道茂監修『シンプル衛生公衆衛生学 2020』南江堂。 

     澤口彰子他『人体のしくみとはたらき』朝倉書店、2015。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．衛生管理者の職務と役割、安全衛生管理体制、リスクアセスメントなどについて理解できているか。 

２．作業環境による健康障害、作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策、救急処置等について理解で

きているか。 

○評定方法 

[日常の授業態度、提出物等を総合して評価する] 

１．日常の授業態度（参加、実践、態度）   総合点の４０％ 

２．課題レポート・期末試験など       総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家資格である第 1 種衛生管理者と同等以上の知識を習得することを第一目標とする授業を行うので、以

下の「ルール」をしっかり守ってください。なお労働衛生などの健康問題を考えるにあたっては人体のしく

みをしっかり知る必要があるので、必ず復習しておいてください。 

[受講生に期待される学習態度] 

１．授業は常に高い緊張感と集中力をもって受講すること。学生の積極的な態度が望まれる。 

２．授業中、授業外に進んで教師に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

３．レポートの提出期限は厳守すること。事情によって提出日に間に合わない場合は講師にそのことを文書

で伝え許可をとるようにする。 

４．授業中の私語、携帯電話の使用は絶対にしないこと。守れない場合は退室のこと。 

[講師は次のことを実行する] 

１．授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

２．受講生全体に聞こえる大きさの声で話をするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

３．授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用については厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業開始時にお知らせします。質問はメールでも受け付けます。yuhashim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの説明、働く人々の健康、労働衛

生の歴史と現状 

事前学習 働くことの意義について考えてくる 

事後学習 働くことの意義について復習し、ワークシートを提出 

第２回 

衛生管理者の職務と役割 

（労働衛生の目的、衛生管理とは何か、衛
生管理者の種類、衛生管理者の仕事） 

事前学習 教科書第 1章 3「労働衛生の現状」を読んでくる 

事後学習 
衛生管理者の職務と役割について復習し、ワークシートを
提出 

第３回 
衛生管理の進め方① 
（労働衛生に関する法律、安全衛生に関る
各職種とその役割） 

事前学習 
教科書第 2 章 1「トップ、ライン、スタッフの役割」を読
んでくる 

事後学習 衛生管理の進め方について復習し、ワークシートを提出 



 

 

 

第４回 
衛生管理の進め方② 
（安全衛生管理体制、「望ましい安全衛生
管理体制とは」） 

事前学習 教科書第 2章 2「労働衛生管理体制の整備」を読んでくる 

事後学習 安全衛生管理体制について復習し、ワークシートを提出 

第５回 
衛生管理の進め方③ 
（労働災害のメカニズム、「あなたは安全

の主役です」） 

事前学習 
教科書第 2 章 4「労働衛生マネジメントシステムとリスク
アセスメント」を読んでくる 

事後学習 労働災害のメカニズムについて復習しワークシートを提出 

第６回 
衛生管理の進め方④ 
（リスクアセスメント、KYTの演習１） 

事前学習 
教科書第 2 章 4「労働衛生マネジメントシステムとリスク

アセスメント」を読んでくる 

事後学習 リスクアセスメントについて復習し、ワークシートを提出 

第７回 
一般作業環境について 
（温熱、視環境、音環境、休養施設等） 

事前学習 教科書第 3章 2「一般作業環境」を読んでくる 

事後学習 一般作業環境について復習し、ワークシートを提出 

第８回 
騒音障害について 
（「騒音障害を防ごう～騒音防止の基礎知
識」） 

事前学習 教科書第 4章 3(3)「騒音による健康障害」を読んでくる 

事後学習 騒音障害について復習し、ワークシートを提出 

第９回 
物理的環境要因と健康障害① 
（高温、低温）、「熱中症について」 

事前学習 教科書第 4章 3「物理的要因と健康障害」を読んでくる 

事後学習 高温・低温障害について復習し、ワークシートを提出 

第１０回 
物理的環境要因と健康障害② 

（振動、超音波、異常気圧、放射線） 

事前学習 教科書第 4章 3「物理的要因と健康障害」を読んでくる 

事後学習 
振動、超音波、異常気圧、放射線について復習し、ワーク

シートを提出 

第１１回 
喫煙と健康障害 
（喫煙対策について） 

事前学習 
教科書第 7章 8「職場における受動喫煙対策」を読んで 
くる 

事後学習 喫煙について復習し、ワークシートを提出 

第１２回 
化学的環境要因と健康障害① 

（窒息性ガスと酸欠） 

事前学習 教科書第 4章 2(3)「酸素欠乏症」を読んでくる 

事後学習 窒息性ガスと酸欠について復習しワークシートを提出 

第１３回 

化学的環境要因と健康障害② 

（有機溶剤による健康被害） 
「安全な有機溶剤作業の基礎知識」 

事前学習 教科書第 4章 2(2)「有害物による健康障害」を読んでくる 

事後学習 有機溶剤について復習し、ワークシートを提出 

第１４回 
化学的環境要因と健康障害③（特定化学物
質による健康被害、有害化学物質の作業環
境中の存在形態） 

事前学習 教科書第 4章 2(2)「有害物による健康障害」を読んでくる 

事後学習 特定化学物質について復習し、ワークシートを提出 

第１５回 
作業環境管理①（作業環境測定とその管
理） 

事前学習 教科書第 5章 3「作業環境測定」を読んでくる 

事後学習 作業環境管理について復習し、ワークシートを提出 

第１６回 
作業環境管理②（全体換気装置と局所換気

装置）「換気の基礎知識」 

事前学習 
教科書第 5 章 4「有害物質に係る作業環境の改善の手法」
を読んでくる 

事後学習 換気装置について復習し、ワークシートを提出 

第１７回 
化学的環境要因と健康障害④（粉じん障害
とじん肺） 

「正しい粉じん作業の基礎知識」 

事前学習 教科書 4章 2(1)「じん肺と合併症」を読んでくる 

事後学習 粉じん障害について復習し、ワークシートを提出 

第１８回 
作業管理①（保護具について） 

「安全衛生保護具を正しく使おう」 

事前学習 教科書第 6章５「労働衛生保護具」を読んでくる 

事後学習 保護具について復習し、ワークシートを提出 

第１９回 
生物学的環境要因と健康障害⑤ 

（感染症、食中毒について） 

事前学習 教科書第 4章 4「生物学的要因と健康障害」を読んでくる 

事後学習 食中毒について復習し、ワークシートを提出 

第２０回 
生物学的環境要因と健康障害⑥ 
（歯科保健について） 

事前学習 働く人にとっての歯科保健の意義について考えてくる 

事後学習 
歯科疾患が感染症であることについて復習し、ワークシー
トを提出 

第２１回 
作業管理②（作業時間と休憩時間、VDT 作
業における作業管理） 
「VDT作業の健康チェック」 

事前学習 教科書第 6章 4(2)「VDT作業」について読んでくる 

事後学習 VDT作業について復習し、ワークシートを提出 

第２２回 作業管理③（腰痛予防）、KYTの演習２ 
事前学習 教科書第 6章 4(1)「腰痛予防対策」を読んでくる 

事後学習 腰痛予防について復習し、ワークシートを提出 

第２３回 
健康管理①（健康管理の意義と目的、健康
診断と事後措置、適正配置） 

事前学習 教科書第 7章「健康管理の意義と目的」を読んでくる 

事後学習 健康診断について復習し、ワークシートを提出する 

第２４回 
健康管理②（心とからだの健康づくり、職
場におけるメンタルヘルス、ストレスチェ
ックについて） 

事前学習 教科書第 8章「心とからだの健康づくり」を読んでくる 

事後学習 
メンタルヘルス、ストレスチェックについて復習し、ワー

クシートを提出 

第２５回 
健康管理③（心の健康づくり、積極的傾聴

法、自律訓練法） 

事前学習 
労働衛生における積極的傾聴法、自律訓練法の意義につい
て考えてくる 

事後学習 
積極的傾聴法、自律訓練法について復習し、ワークシート
を提出 

第２６回 まとめ、福祉現場の労働衛生について 
事前学習 福祉現場での労働衛生上の問題について、考えてくる。 

事後学習 労働衛生学で学んだことを振り返る。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：事務所環境と事務所衛生基準規則について 

実施時期：対面式授業が可能になってから授業内で周知する 

事前学習：教科書第 5章 9「一般作業環境の改善」を読んでくる 

事後学習：事務所環境の測定方法と評価を復習する 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：事務所環境の測定と評価 

実施時期：対面式授業が可能になってから授業内で周知する 

事前学習：事務所環境の測定の準備をする 

事後学習：測定した結果を評価し、レポート①にまとめる 



 

 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：救急処置（一次救命処置（自動体外式除細動器（AED）も含む）の手順について、教科書第 11 章を

読んでまとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1600字程度） 

実施時期：第 26回の授業後に実施。 

提出期限：期末試験の前日 17:00まで 

事後学習：レポート作成を通し学んだことをまとめる 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：救急処置（応急手当）について、教科書第 11章を読んでまとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1600字程度） 

実施時期：第 26回の授業後に実施 

提出期限：期末試験の前日 17:00まで 

事後学習：レポート作成を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 



 

1/3 

１．科目名（単位

数） 
労働法（労働基準法） （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3338 

SNMP3338 

SCMP3338 

SBMP3338 

PSMP3309 

２．授業担当教員 喜多村 悦史 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

20世紀末以降労働関係法令は新しいものがいくつも制定され、かつ既存法も大幅に内容が改正されてきた。

そこには、社会における新しい雇用形態や労働条件の変化が大きく影響している。本科目では、労働基準法

の基本構造を学ぶとともに、新たに制定された労働契約法や男女雇用機会均等法のほか、パートタイム労働

法や派遣労働法も対象領域とする。ただし、学習負担の面から基本事項に限定して講義する。発展部分は実

社会に出てから各自で応用学習してもらいたい。 

なお、労働組合活動の退潮もあり、労働組合活動を対象とした集団的労働関係法は扱わない。 

講義は教科書に沿って進行する。随時、テーマを設定してディスカッションを行い、自宅学習で議論の集約、

文章化の訓練を行う。最終授業では、実際の試験問題を用いた基礎知識修得状況の検証を行う。 

８．学習目標 

就職とは基本的に勤め先との間で労働契約を交わすことである。雇用労働者は、内定、使用期間、処遇、

人事異動、出向、昇格・昇進、懲戒処分、労災事故、退職（解雇）など様々な事態に遭遇することになる。本

科目の履修者は、労働基準法等においてどのように規定されているか、また労働基準監督署や裁判所ではど

のように判断されているかの知識を習得しているので、適切に対処することができる。 

勤務経験を積むことにより、勤務先で管理監督者（使用者）の地位を与えられることになるが、本科目内

容を履修することで労働法令の基礎理論や先例を理解でき、職場内の労働紛争を回避することができる。 

アルバイトなどの学生生活においても、労働基準法等がどのように適用されるかを検証し、労働法を身近な

ものとして生かすことができる。 

いわゆるブラック企業のやり口を見極める基礎能力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.マスコミ報道のうち労働問題に関連するものに注目し、現実社会で労働法がどのように作用しているかを
検証する点検しておくことを求める。 

2.毎回の授業の中でディスカッションを組み込む。積極的な発言、討論を必須とする。無言者、無反応者は

早退したものとみなすことがある。 
3.学期を通じて使用する学習カード（初回に配布）に、毎回の授業で学んだことなどを記述して提出しなけ

ればならない。学習カードは次回授業時に返却する。 

4.学期内に１回、テーマを指定してのレポート作成提出（自筆1800字程度）を求める。 
5.適宜、希望学生による研究成果発表を予定する。この場合、学生は発表用資料を事前準備する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】原昌登『コンパクト労働法』新世社。 
【参考書】なし 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1および 2を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

1.労働法（労働基準法）は範囲が広く、制度改正も頻繁であるため、細かな制度内容よりも、全体を貫く理
念は何かを常に念頭において授業に参加すること。 

2.授業中の質問は歓迎。授業中に提示する事例（裁判事例等）についてグループで討議し、一応の結論を出

す形式の演習を行うので積極的に発言すること。 
3.教科書は必携。毎回授業のほか、期末試験においても使用する。 

13．オフィスアワー 木曜日 9：00から 12：00 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

労働法とは何か 

労働法の存在理由 
労働法により介入の仕組み 
法学の基礎知識 

労働法のルール 

事前学習 
教科書第 1章を熟読。疑問点を整理してお

く。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第２回 

雇用関係における様々な法ルール 
労働基準法 

労使協定 
労働契約法 
労働協約 

就業規則 
労働契約 

事前学習 
教科書第 2章を熟読。疑問点を整理してお
く。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第３回 

労働法の当事者 

労働者とは 労基法、労契法、労組法 
使用者 
労働組合 

事前学習 
教科書第 3章を熟読。疑問点を整理してお
く。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 



 

 

 

第４回 

労働者の採用について 
使用者の採用自由の原則とは 

採用内定の法的性質 
使用期間とは 

事前学習 
教科書第 4章を熟読。疑問点を整理してお

く。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第５回 

企業の人事権と権利濫用法理の適用 
昇進・昇格・降格について 

配転とは何か 
出向（在籍） 
転籍 

休職 

事前学習 
教科書第 5章を熟読。疑問点を整理してお
く。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第６回 

使用者の懲戒権 

懲戒処分とは 
懲戒処分の法規制 
懲戒処分のポイント 

事前学習 
教科書第 6章を熟読。疑問点を整理してお

く。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第７回 

労使関係の終了 解雇の法的問題 
労働契約終了事由 

解雇に関する法規制 手続・理由 
解雇権濫用法理 
整理解雇のルール 

解雇紛争の解決 
定年制 
高齢者雇用確保措置 

事前学習 
教科書第 7章を熟読。疑問点を整理してお
く。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第８回 

賃金について 
賃金とは何か 

賞与・退職金の法律問題 
賃金支払いの 4原則 
休業手当とは 

最低賃金 

事前学習 
教科書第 8章を熟読。疑問点を整理してお
く。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第９回 

労働時間の基本 
労働時間規制の基本的枠組み 
法定労働時間 

休憩時間 
休日 
時間外・休日労働 

三六協定 
割増賃金 

事前学習 
教科書第 9 章（9.1 から 9.3 まででよい）
を熟読。疑問点を整理しておく。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第１０回 

休憩・休業 

年次有給休暇 
年休権の法的性質 
休業制度 労基法、育児・介護休業法 

事前学習 
教科書第 10 章を熟読。疑問点を整理して
おく。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第１１回 
労働条件の変更 

就業規則の不利益変更の法ルール 
労働協約による労働条件不利益変更 

事前学習 
教科書第 11 章を熟読。疑問点を整理して
おく。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第１２回 

非正規労働者と労働法 

非正規雇用とは 
有期契約と雇い止め 
無期契約への転換制度導入 

パートタイム労働者（短時間労働者）と労働法 
派遣労働の法ルール 
偽装請負とは 

事前学習 
教科書第 12 章を熟読。疑問点を整理して
おく。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

第１３回 

労働者の健康・労働災害 
職場における安全衛生 安衛法 

労働災害補償 労災保険 
民事上の損害賠償 
労働時間規制の例外措置 

法規制の適用除外 
変形労働時間制とフレックスタイム制 
みなし労働時間制 

事前学習 

教科書第 13 章を熟読。疑問点を整理して
おく。 

教科書第 9章のうち 9.4と 9.5を熟読。疑
問点を整理しておく。 

事後学習 

授業中に指定されたテーマについて自身

の考えを他人に説明し、かつ文章化できる

かを点検する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 3回～第 7回の講義内容を踏まえて、「労働契約の当事者間の権利・義務関係」についてレポートを

まとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（本文で 1,200字程度）。ワープロ使用可 

実施時期：第 7回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8回の授業開始時に提出する。 
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     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後の授業時及びオフィスアワーに受け付け、指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 8回～第 11回の講義内容を踏まえて、「労働契約の重点事項と就業規則」についてレポートをまと

めなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（本文で 1,200字程度）。ワープロ使用可 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はオフィスアワーに受け付け、指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

期末試験 

 


