
 

講義科目名称： 日本現代文化論 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 
日々生起する数々の現代社会の出来事を知り、その文化的背景や歴史的意味などを考えま

す。 

授業計画 

授業の進め方、川柳の作成 

             毎週、日々の文化的出来事をもとに受講生が制作した時事川柳をプリント 

             して、それを素材にして講義を行います。講義の終了時に、主にその日の 

             講義で学んだ時事川柳の解釈、時事問題に関する漢字のチェック、自らが 

             最も関心のある時事ニュース、その週に自らが作成した時事川柳を、まと 

             めとして提出してもらいます。また、適宜、新聞データベースなども利用 

             してもらいます。15回のパターンは同じですが、日々生起する社会的出来 

             事は、毎週変わりますので、そうした変化する事象を毎回追っていきます。 

             半期で大きく変化したことや、あまり変化しなかったことなどを意識しな 

             がら、現代文化の動向とその歴史的意味について考えていきます。 

第１回       前回作成した川柳の解説① 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第２回       前回作成した川柳の解説② 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第３回       前回作成した川柳の解説③ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第４回       前回作成した川柳の解説④ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第５回       前回作成した川柳の解説⑤ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第６回       前回作成した川柳の解説⑥ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第７回       前回作成した川柳の解説⑦ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第８回       前回作成した川柳の解説⑧ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第９回       前回作成した川柳の解説⑨ 



             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 10回      前回作成した川柳の解説⑩ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 11回      前回作成した川柳の解説⑪ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 12回      前回作成した川柳の解説⑫ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 13回      前回作成した川柳の解説⑬ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 14回      前回作成した川柳の解説⑭ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 15回      前回作成した川柳の解説⑮ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

授業の概要と目的 

毎時間、その週内にあった出来事を確認しながら、その出来事の文化的背景などを学んでい

きます。受講生が自ら時事川柳を作ることで、自ら現代社会へ関心を向け、さらにその内容

の共有を促進し、周囲の友人たちが、どのような問題を重視しているかを考えます。そのこ

とで、現代社会にいる自らの置かれた位置を確認していきます。 

テキスト 毎回プリントを用意するので、特に必要ありません。 

参考文献 講義内で適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 

毎回、復習プリントとまとめプリントをします。復習プリントは 2点満点、まとめプリント

は 3点満点です。復習プリントは 2点×14回＝28点、まとめプリントは 3点×15回＝45点、

合計で 73点になります。あとの 27点は適宜、平常点として加算します。 

質問・相談の受付方法 
講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要以上に長く

中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 受講生が多い場合は座席指定にしますので、ご承知おきください。 

準備学習について 毎時間のはじめに前回の復習プリントをしますので、事前に整理しておいてください。 



 

講義科目名称： 日本語Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 久島 茂 

テーマ 日本語の音声の性質を理解する。 

授業計画 

第１回       人間の声と動物の声の違い 

第２回       音声器官と呼吸器官・消化器官 

第３回       言語音の獲得 

第４回       子音の種類 

第５回       母音の種類 

第６回       「音韻」とは何か 

第７回       音声と文字の対応 

第８回       平仮名・片仮名の字体      

第９回       奈良時代の音声 

第 10回      万葉仮名について 

第 11回      平安時代の音声 

第 12回      いろは歌と五音  

第 13回      源氏物語を当時の発音で読む 

第 14回      中世末期の音声 

第 15回      音声の歴史的変遷 

定期試験 

授業の概要と目的 
音は言語の素材であり、基本を成すので、最初に学ぶ必要がある。具体的に音を聞き、発音

をすることで理解を深める。 

テキスト プリントを配布 

参考文献 授業時に指示 

成績評価の基準・方法 授業時の発言、課題提出、試験を、総合的に評価。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、質問・相談に応じる。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ - 

準備学習について 前回の授業内容を復習しておくこと。 



 

講義科目名称： 日本語Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 久島 茂 

テーマ 日本語の文法と意味を様々な側面から理解する。 

授業計画 

第１回       幼児の文法の発達 

第２回       主語と述語 

第３回       「は」と「が」の用法 

第４回        格助詞の働き 

第５回       動詞の分類 

第６回       受身文と使役文 

第７回       ラ抜き、サ入れ 

第８回       テンスとアスペクト 

第９回       オノマトペ 

第 10回      敬語 

第 11回      単語の意味とは 

第 12回      単語の意味分析 

第 13回      多義的な語 

第 14回      単語の意味変化 

第 15回      まとめ 

定期試験 

授業の概要と目的 
日本語の文の規則・単語の意味を理解し、正しく書き表す方法を学ぶ。注意すべき誤用につ

いても触れる。 

テキスト プリントを配布 

参考文献 授業時に指示 

成績評価の基準・方法 授業時の発言、課題提出、試験を、総合的に評価。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、質問、相談に応じる。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ - 

準備学習について 前回の授業内容を復習しておくこと。 



 

講義科目名称： 日本語表現法Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 久島 茂 

テーマ 日本語で正しく分かりやすく表現する方法を学ぶ。 

授業計画 

第１回       正確な表現とは 

第２回       文法的な誤りを含む文 

第３回       語彙的な誤りを含む文 

第４回       表記の誤りを含む文 

第５回       理解しにくい文 

第６回       誤解されやすい文 

第７回       無駄の多い文 

第８回       ポイントをつかんだ文 

第９回       複雑な内容を表現する練習（1） 

第 10回      複雑な内容を表現する練習（2） 

第 11回      介護体験報告文（１） 

第 12回      介護体験報告文（２） 

第 13回      現代的テーマ（脳死）の文章 

第 14回      現代的テーマ（介護・ケア）の文章 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 
論理的で分かりやすい文章を書くための基礎知識を身に付ける。社会的に決められている書

式の決まりについても学ぶ。 

テキスト プリントを配布 

参考文献 授業時に指示 

成績評価の基準・方法 授業時の発言、課題提出、試験を、総合的に評価。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、質問、相談に応じる。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ - 

準備学習について 前回の授業内容を復習しておくこと。 



 

講義科目名称： 日本語表現法Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 久島 茂 

テーマ 心の思いが伝わる文章とはどういうものか学ぶ 

授業計画 

第１回       文章は何を伝え、何を伝えないか 

第２回       東田直樹の自己を語る文章 

第３回       体験を語る、登場人物の設定と役割 

第４回       向田邦子の文章（子ども） 

第５回       向田邦子の文章（犬） 

第６回       向田邦子の文章（葉書） 

第７回       物語の読解（三浦哲郎） 

第８回       物語の読解（川端康成） 

第９回       物語の読解（重松清） 

第 10回      人物を語るコラムの比較 

第 11回      散文と詩の表現の違い 

第 12回      議論・反論の文章（デマ） 

第 13回      議論・反論の文章（褒める・叱る） 

第 14回      議論・反論の文章（頑張る） 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

さまざまな優れた文章を多数味わい、理解することによって、表現する方法を身に付ける。

自分ひとりで表現の練習をするだけでなく、それを他人がどう読み感じ取るかが重要である

ことを学ぶ。 

テキスト プリントを配布 

参考文献 授業時に指示 

成績評価の基準・方法 授業時の発言、課題提出、試験を、総合的に評価。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、質問、相談に応じる。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ - 

準備学習について 前回の授業内容を復習しておくこと。 



 

講義科目名称： 現代日本の経済 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 山下 隆之 

テーマ 
現代の日本経済を、経済理論の視点からみる。身近な地域経済（静岡県や焼津市）の変化を

題材として、産業構造の変化、国民所得の動き、公的部門の役割への理解を深める。 

授業計画 

第１回       経済学の誕生    幸せを考える 

第２回       静岡県経済の歴史    1950年代から現在まで 

第３回       経済基盤モデル（１）   基盤産業と非基盤産業 

第４回       経済基盤モデル（２）   地域経済と循環 

第５回       地域マクロ経済モデル（１）   県内総生産の決定 

第６回       地域マクロ経済モデル（２）   乗数効果 

第７回       地域マクロ経済モデル（３）   財政政策、アベノミクス 

第８回       静岡県経済の研究（１）  特化係数からみた静岡県 

第９回       静岡県経済の研究（２）  シフト・シェア分析からみた静岡県 

第 10回      静岡県経済の研究（３）   静岡県・焼津市の将来像 

第 11回      地域経済成長の理論（１）  新古典派経済成長モデル 

第 12回      地域経済成長の理論（２）  貯蓄、投資、人口、技術進歩 

第 13回      市場機構の仕組み     均衡価格の決定 

第 14回      需給の変化        価格の季節変動､豊作貧乏 

第 15回      様々な市場        労働市場と人口移動 

授業の概要と目的 

（概要）日本経済や静岡経済が抱えている経済問題の原因を探ります。経験的事実から語る

のではなく、それらが生じる論理（理屈）から考えます。 

（目的）同じ経済現象を論じるときでも、経済理論を知っている人と、そうでない人とでは、

理解の仕方が大きく違います。受講生の皆さんに、経済現象や社会現象を、そのメカニズム

から正しく読み解くための力を養ってもらうことを目的としています。 

テキスト 

テキスト名：地域経済分析ハンドブック  

出版社: 晃洋書房 (2016) 

著者名：山下隆之 

参考文献 講義中、必要に応じて紹介します。 

成績評価の基準・方法 学期末の筆記試験にて評価します。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控え室（研究室棟 1階）で受け付けます。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 

例年、開講時期の経済問題を題材としながら授業を進めますので、経済関係のニュースに注

意を払うと効果的です。また、経済学は人間行動の学問でもあるため、日常生活を冷静に観

察することがニュースを見るのと同じ位に重要です。 

準備学習について 
予習…テキストを読むこと。 

復習…ノートを整理すること。 



 

講義科目名称： 日本国憲法 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 国京 則幸 

テーマ 

日本国憲法は、施行から既に 60年余りが経過し、過去に様々な議論に晒さながらも戦後日

本の最高法規として基本的な方針を示してきた。今般、改正論議が囁かれる中、その存在意

義が問われている。本講義においては、日本国憲法の基本原理を論じつつ主要な学説及び判

例を紹介し、憲法に対する理解を深めてもらう。 

授業計画 

第１回       憲法の意味 憲法とは何か 

第２回       立憲主義の成立及び日本憲法史 

第３回       日本国憲法の基本的原理  

第４回       象徴天皇制と国民主権主義 

第５回       平和主義 

第６回       基本的人権（１）人権総論、包括的人権、法の下の平等 

第７回       基本的人権（２）自由権１ 表現の自由、思想・良心の自由、信教の自由 

第８回       基本的人権（３）自由権２ 精神的自由、人身の自由、経済的自由 

第９回       基本的人権（４）社会権、参政権、新しい人権、義務規定 

第 10回      国会・選挙・政党 国会の組織と機能について 

第 11回      内閣、議院内閣制度について 

第 12回      司法 司法の独立の意味 裁判所の組織と機能について 

第 13回      地方自治 地方分権制度について 

第 14回      憲法改正 日本国憲法改正の手続き 国民投票制度 

第 15回      最高法規 最高法規の意味 憲法尊重遵守義務について 

定期試験 

授業の概要と目的 

この講義は、日本国憲法の全体像を理解することを目的とする。具体的には、立憲主義、日

本国憲法史、国民主権、平和主義、基本的人権に関する基本原理、人権の制約、包括的基本

権、平等、表現の自由、思想・良心の自由、信教の自由、社会権、教育、人身の自由、経済

的自由、参政権、家族、国会、内閣、裁判所、地方自治の取り扱い、憲法総論、人権、統治

機構を一通り学習させる。 

テキスト 

テキスト名：『憲法入門 5訂』 

ISBN：9784326451029  

出版社：勁草書房    著者：樋口陽一  

価格：1,944円（本体 1,800円＋税） 

参考文献 初宿正典他編著『目で見る 憲法 第 4版』有斐閣 

成績評価の基準・方法 

成績評価基準：①基本的な事実（授業の内容）を正しく理解できているか、 

       ②それに基づいて自ら考えることができているのか、の総合的評価 

成績評価方法：期末試験（60%）＋小テスト（40％） 

質問・相談の受付方法 授業の前後、またはメールにて応じる。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 科目等履修生【可】    聴 講 生 【可】 

メッセージ ニュースなどを手掛かりに､私たちの日常の出来事に関心を持って講義に臨んでほしい｡ 

準備学習について 受講に際しては、教科書の該当する部分(1回わずか数ページ！)を一読しておくこと。 



 

講義科目名称： 日本史 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 私たちの日常の食べものなどはどう伝わってきたか 

授業計画 

第１回       田の神と桜の花見伝来の道 

             田の神と桜の花見伝来についてプリントを解きながら学びます。 

第２回       海と山をつなぐ「塩の道」 

             海と山をつなぐ「塩の道」についてプリントを解きながら学びます。 

第３回       献上品を運んだ「鮎鯖街道」 

             献上品を運んだ鮎鯖街道についてプリントを解きながら学びます。 

第４回       南蛮菓子を伝えた「砂糖の道」 

             南蛮菓子を伝えた「砂糖の道」についてプリントを解きながら学びます。 

第５回       平泉の栄華を支えた「黄金の道」 

             平泉の栄華を支えた「黄金の道」についてプリントを解きながら学びます。 

第６回       カツオ節が北上した海の道 

             カツオ節が北上した海の道についてプリントを解きながら学びます。 

第７回       アジサイが咲いた海の道 

             アジサイが咲いた海の道についてプリントを解きながら学びます。 

第８回       夢追いかけた「香料の道」 

             「香料の道」についてプリントを解きながら学びます。 

第９回       ピラフとたどったイネの道 

             ピラフとたどったイネの道についてプリントを解きながら学びます。 

第 10回      コメと匙、麺と箸伝来の道 

             コメと匙、麺と箸伝来の道についてプリントを解きながら学びます。 

第 11回      平安と明治、2度の納豆伝来 

             平安と明治、2度の納豆伝来についてプリントを解きながら学びます。 

第 12回      三輪から延びた素麺作りの技 

             素麺作りの技についてプリントを解きながら学びます。 

第 13回      緋色の輝きイクラ南下の道 

             イクラ南下の道についてプリントを解きながら学びます。 

第 14回      音楽を運んだ「シルクロード」 

             音楽を運んだ「シルクロード」についてプリントを解きながら学びます。 

第 15回      花火のハナシ 

             花火の歴史と伝来についてについてプリントを解きながら学びます。 

授業の概要と目的 

私たちにとって食べものは欠かせないものです。人間の歴史はある意味、食べることとの関

わりで発展してきたともいえるでしょう。本講義では、そうした人間の歩みを食べものとの

関わりの中で考えて見ようと思います。その場合、日本の歴史のみならず、世界の歴史も意

識し、長くて奥深い人類の歩みが、現在の私たちの食生活にどのように反映されているかを

考えてみたいと思います。とくに私たちの身近な食べものが、どのようなルートでどこにど

のように伝わったのか、考えてみたいと思います（食べもの以外も少し加えます）。 



テキスト 毎回、プリントを用意するので、特に必要ありません。 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 
毎回、復習プリントと、まとめプリントをします。満点はそれぞれ 2点と 3点になりますの

で、28点と 45点で合計 73点になります。残りの 27点は平常点として適宜加算します。 

質問・相談の受付方法 
講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要以上に長く

中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

履修条件 食べものやその周辺の「モノ」などの歴史に興味や関心を持っていること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 人数が多い場合は座席指定にしますので、ご承知おきください。 

準備学習について 毎時間のはじめに、前回の復習プリントをしますので、事前に整理しておいてください。 



 

講義科目名称： 外国史 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 吉田 浤一 

テーマ 現代中国を理解するための東アジア現代史 

授業計画 

第１回       現代中国の特徴（１）世界第２位の GDP、21世紀はアジアの時代 

第２回       同上（２）現代中国の直面する内外の課題 

第３回       ウェスタン・インパクトへの対応における徳川幕府と清朝と李朝（１） 

第４回       同上（２） 

第５回       日清戦争、19世紀末の日本と中国の運命の分岐と中国人の屈辱 

第６回       20世紀前半の帝国主義国日本と「半植民地半封建主義国」中国と植民地朝鮮 

第７回       日中戦争における蒋介石と毛沢東 

第８回       アジアにおける第二次世界大戦の終結、サンフランシスコ講和条約と 

台湾・中国 

第９回       東西冷戦下の東アジア、日本の復興と毛沢東の社会主義 

第 10回      田中角栄と周恩来、日中間の戦後処理、国交回復と残された課題 

第 11回      東アジア NIESと鄧小平の改革・開放、社会主義から国家資本主義へ 

第 12回      天安門事件と江沢民の愛国主義教育 

第 13回      胡錦濤の和諧政策と格差の拡大 

第 14回      東アジアにおける日中二大国の共存と対立する諸問題 

第 15回      東アジアの歴史から何を学ぶか 

授業の概要と目的 

中国の驚異的な経済的発展と脅威的な大国的発展とがなぜ引き起こされ、それがどのような

特徴をもっているのかを考察するために、本講義では中国社会独自の特質に由来する歴史的

な理由と、20世紀以降の世界史とりわけ日中両国関係を中心とする東アジア現代史の特質と

いう二つの視点から歴史的に概論する。 

テキスト 指定しない（授業時に資料配布） 

参考文献 『シリーズ中国近現代史』①～⑤ 岩波新書、毛里和子著『日中関係』岩波新書 

成績評価の基準・方法 出席態度、適宜行う小レポート、試験時の大レポート 

質問・相談の受付方法 講義終了後の教室又は講師控え室で。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 特になし 

準備学習について 当日配布した資料を全部読んで復習しておいてください。 



 

講義科目名称： 比較文化論 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 吉田 浤一 

テーマ 日中文化の比較における時間的契機と社会的契機 

授業計画 

第１回       パンダ外交史から見る中国と日本（１）パンダの「発見」、パンダは可愛い？ 

第２回       同上（２）パンダは誰のものか？ 

第３回       明治維新と日本人の自己発見（１）渋沢栄一と市場倫理としての論語 

第４回       同上（２）二宮尊徳と勤労原理としての論語 

第５回       中国近代と中国人の自己発見（１）梁啓超にみる漢民族と国民国家 

第６回       同上（２）魯迅の近代人の発見と儒教批判 

第７回       近代人の創出（１）宗教改革 

第８回       同上（２）ウェーバーによるプロテスタントの倫理の発見 

第９回       個と集団の関係の日中比較（１）日本における家族・村落・封建制 

第 10回      同上（２）日本における自己と共同性（世の中） 

第 11回      同上（３）中国における家族・宗族と村落・国家 

第 12回      同上（４）中国における私（個）と共同性（国家） 

第 13回      働くとはどういうことか（１）アリとキリギリス 

第 14回      同上（２）日本人の勤労原理と中国人の発財原理 

第 15回      比較とは何か 

授業の概要と目的 

日本人と中国人の考え方や行動の異同を、日中両国の社会構造と歴史の比較を通して考察す

る。時間的契機とは、どこの国においても近代社会とそれ以前の社会とで個人や集団につい

ての捉え方が異なること、いわゆる伝統的価値観と近代的価値観の比較という意味であり、

社会的契機とは日本型の社会と中国型の社会の特質自体に根ざす異同という意味である。本

講義ではこの四者の相互関係に注目したい。 

テキスト 指定しない（授業時に資料配布） 

参考文献 授業時に適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 授業への参加の態度と、適宜行う小レポート及び試験時の大レポート 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控え室で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 特になし 

準備学習について 当日配布した資料を全部読んで復習しておいてください。 



 

講義科目名称： 日本現代社会論 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 
日々生起する数々の現代社会の出来事を知り、その社会的背景や歴史的意味などを 

考えます。 

授業計画 

毎週、日々の社会的出来事をもとに受講生が制作した時事川柳をプリントして、 

それを素材にして講義を行います。講義の終了時に、主にその日の講義で学んだ時事川柳の

解釈、時事問題に関する漢字のチェック、自らが最も関心のある時事ニュース、その週に自

らが作成した時事川柳を、まとめとして提出してもらいます。また、適宜、本学図書館の新

聞データベースを利用してもらいます。毎回のパターンは同じですが、日々生起する社会的

出来事は、毎週変わりますので、そうした変化する事象を毎回追っていきます。半期で大き

く変化したことや、あまり変化しなかったことなどを意識しながら、現代社会の動向とその

歴史的意味について考えていきます。 

 

第１回       前回作成した川柳の解説① 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第２回       前回作成した川柳の解説② 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第３回       前回作成した川柳の解説③ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第４回       前回作成した川柳の解説④ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第５回       前回作成した川柳の解説⑤ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第６回       前回作成した川柳の解説⑥ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第７回       前回作成した川柳の解説⑦ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第８回       前回作成した川柳の解説⑧ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第９回       前回作成した川柳の解説⑨ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 



             に今週の川柳を作成する。 

第 10回      前回作成した川柳の解説⑩ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 11回      前回作成した川柳の解説⑪ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 12回      前回作成した川柳の解説⑫ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 13回      前回作成した川柳の解説⑬ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 14回      前回作成した川柳の解説⑭ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第 15回      前回作成した川柳の解説⑮ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

授業の概要と目的 

毎時間、その週内にあった出来事を確認しながら、その出来事の社会的背景などを学んでい

きます。受講生が自ら時事川柳を作ることで、自ら現代社会へ関心を向け、さらにその内容

の共有を促進し、周囲の友人たちが、どのような問題を重視しているかを考えます。そのこ

とで、現代社会にいる自らの置かれた位置を確認していきます。 

テキスト 毎回プリントを用意するので、特に必要ありません。 

参考文献 講義内で適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 

毎回、前回の復習プリントとまとめプリントをします。復習プリントの満点は 2点、まとめ

は 3点です。復習は 2点×14回＝28点、まとめプリント 3点×15回分＝45点、合計 73点

になります。残りの 27点は適宜、平常点として加算します。 

質問・相談の受付方法 
講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要 

以上に長く中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 受講生が多い場合は座席指定にしますので、ご承知おきください。 

準備学習について 毎回、前回の復習プリントをしますので、事前に整理しておいてください。 



 

講義科目名称： 統計学の基礎 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 岡澤 裕子 

テーマ 統計的なものの考え方や統計手法の基礎を学ぶ 

授業計画 

第１回       統計学の考え方 

第２回       統計学の分析概念 

第３回       標本分布の特性値 

第４回       確率と確率分布 

第５回       二項分布とポアソン分布 

第６回       一様分布と正規分布 

第７回       標準正規分布 

第８回       統計的有意性 ― 信頼係数・有意水準 

第９回       標本平均の分布と母平均の推定 

第 10回      ｔ分布と母平均の推定 

第 11回      分布と母標準偏差の推定 

第 12回      仮説検定 

第 13回      相関分布 

第 14回      回帰分析 

第 15回      授業の総括 

授業の概要と目的 

統計学の初心者を対象として、統計的なものの考え方とその手法を解説し、統計学に関する

体系的な知識を習得することを目的とする。毎回の講義において、理解を深めるための演習

問題を行い、理解の手助けとする。 

テキスト 

テキスト名：はじめての統計学 

ISBN：978-4532130749 

出版社：日本経済新聞社 

著者名：鳥居泰彦 

価格（税抜）：2,233円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 授業中に実施する課題と学期末の試験で評価する。（配点 ５０：５０） 

質問・相談の受付方法 毎回提出する出席用紙に質問欄を設けますので、そこで記入してください。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 身近なデータを数学的に捉える楽しさを学びましょう。 

準備学習について 毎授業後にはレポートを提出すること。 



 

講義科目名称： 自然科学の基礎 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 岡澤 裕子 

テーマ 宇宙・物質・生命 

授業計画 

第１回       目で見る世界 

第２回       ものを見るということ、電磁波 

第３回       時間と空間の広がり 

第４回       小さな物質の世界 

第５回       宇宙像の変遷① 

             中世までの宇宙像について学ぶ 

第６回       宇宙像の変遷② 

             近代から現代の宇宙像について学ぶ 

第７回       宇宙の誕生と進化① 

             ハッブルの法則からビッグバン宇宙論へ 

第８回       宇宙の誕生と進化② 

             物質の誕生から星・銀河の誕生 

第９回       星の一生 

第 10回      地球の誕生と進化 

第 11回      地球の環境① 

             水の惑星・地球 

第 12回      地球の環境② 

             温暖化と地球の気温 

第 13回      物質と生命 

第 14回      自然理解へのアプローチ 

第 15回      授業の総括 

授業の概要と目的 

宇宙や地球の成り立ちを学びながら、身の回りの自然と環境について自然科学の観点から再

考する。また、自然科学の歴史を通じて私たちがこれまで自然をどのように認識してきたの

かを学び、自然科学がどのような学問であるのかを考える。 

テキスト テキストは指定しません。 

参考文献 講義中に適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 授業中に実施する課題と学期末のレポートで評価します。（配点 ４０：６０） 

質問・相談の受付方法 

出席用紙に質問欄を設けるので、記入してください。質問事項に関しては次回の授業で解

説・補足します。 

その他、オフィスアワー（後日掲示）もご利用ください。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 自然の不思議さ、面白さ、美しさを楽しみましょう。 

準備学習について 毎授業後にレポートを提出すること。 



 

講義科目名称： 生命と倫理 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 山下 秀智 

テーマ 現代における生と死 

授業計画 

第１回       生命倫理の展開 

第２回       インフォームド・コンセント 

第３回       遺伝子解読 

第４回       西洋医学の伝統 

第５回       死の隠蔽・タブー化 

第６回       中絶と出生前診断 

第７回       生殖技術 

第８回       脳死と臓器移植 

第９回       安楽死・尊厳死 

第 10回      エイズ・薬害 

第 11回      高齢化社会 

第 12回      パーソン論 

第 13回      仏教の生命観 

第 14回      キリスト教の生命観 

第 15回      生命の諸次元 

授業の概要と目的 

21世紀は生命科学の時代といわれる。生命の自然な誕生と自然な死のあり方の中に、生命操

作技術が大きく介入し始めている。それと共に新たな倫理的諸問題が生起してきた。この講

義では、いわゆる生命倫理の基本テーマをスライドやビデオを使いながら、分かりやすく学

んでいきたい。 

テキスト 

テキスト名：テーマで読み解く生命倫理 

ISBN：９７８-４-３１６-８０４３１-６ 

出版社：教育出版株式会社 

著者名：生命倫理教育研究協議会 

価格（税抜）：1200円 

参考文献 
今井道夫・香川智晶編『バイオエシックス入門』(東信堂)2001年 

その他多数あるので、講義の初回に詳しく紹介する。 

成績評価の基準・方法 授業への参加状況(レスポンスカードの記入内容)、学期末のレポートで評価する。 

質問・相談の受付方法 レスポンスカードに積極的に記入してほしい。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 現代における死生観確立のために、共に学びましょう！ 

準備学習について 次回テーマについて、テキストを読んでおくこと。 



 

講義科目名称： 医学知識 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： ※WEBシラバス（ACTIVEACADEMY）参照 

テーマ 社会福祉関連専門職のための医学知識の修得をはかる 

授業計画 

第１回       人の成長・発達・加齢 

第２回       人体の構造と機能 （人体の概観・細胞・血液） 

第３回       人体の構造と機能 （器官系別にみた構造と機能） 

              循環器・呼吸器・消化器系  

第４回       泌尿器・内分泌・神経・免疫系  

第５回       運動器・感覚器・生殖器系 

第６回       ICF（国際生活機能分類）の概要，健康のとらえ方 

第７回       一般臨床医学の概要 （病気の起こる仕組、病気の診断、治療・予防） 

第８回       疾病の概要    

第９回       悪性腫瘍  感染症  神経・精神・運動器・循環器疾患 

第 10回      呼吸器・消化器・泌尿器・皮膚・先天性疾患  女性の疾患  

第 11回      障害の概要 

第 12回      視覚・聴覚・音声言語・失調、平衡機能障害 肢体不自由 

              知的・発達障害 内部障害 

第 13回      高齢者と介護予防，リハビリテーションの概要 

第 14回      医学と社会および公衆衛生の動向 

第 15回      保健医療サービス 

授業の概要と目的 
介護福祉士・社会福祉士・社会福祉主事・社会福祉施設長など幅広い人材に必要な医学知識

（人体・疾患・障害・医療事情）を学ぶ。 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 人体の構造と機能及び疾病 第３版 

ISBN：978-4-8058-5100-5 

出版社：中央法規  

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税込）：2,376円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 
試験での評価：５０％ 

授業での態度等：５０％ 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控室（研究室棟 1階）で受け付ける。 

履修条件 【必須要件】2013年度入学以降の学生から履修可。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 理解しにくいと思いますが、復習や繰り返しを行いながら、一つひとつ覚えていきましょう。 

準備学習について 指定の教科書をよく読んでください。 



 

講義科目名称： 英語Ａ（子ども学科クラス） 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 向山 守 

テーマ 英語に慣れる 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       You've Got a Friend （前）リスニング・ディクテイション・発音練習 

第３回       You've Got a Friend  （後） 

歌詞の読解・文化的背景・英語でディスカッション 

第４回       I Will （前）リスニング・ディクテイション・発音練習 

第５回       I Will （後）歌詞の読解・文化的背景・英語でディスカッション 

第６回       Spread Your Wings （前）リスニング・ディクテイション・発音練習 

第７回       Spread Your Wings （後） 

歌詞の読解・文化的背景・英語でディスカッション 

第８回       Blowin' in the Wind （前）リスニング・ディクテイション・発音練習 

第９回       Blowin' in the Wind （後） 

歌詞の読解・文化的背景・英語でディスカッション 

第 10回      Tomorrow （前）リスニング・ディクテイション・発音練習 

第 11回      Tomorrow （後）歌詞の読解・文化的背景・英語でディスカッション 

第 12回      Nobody’s Home （前）リスニング・ディクテイション・発音練習 

第 13回      Nobody’s Home （後）歌詞の読解・文化的背景・英語でディスカッション 

第 14回      Girls Just Want To Have Fun リスニング・ディクテイション・発音練習 

第 15回      Girls Just Want To Have Fun  

歌詞の読解・文化的背景・英語でディスカッション 

定期試験 

授業の概要と目的 

英語に慣れ親しむことを第一目標に据え、英語の聴解能力の開発に重点を置く。英語の歌を

題材に「聞く」「読む」「話す」「書く」と多面的に技能を伸ばす練習をする。歌を聴き歌

うことで、英語の音やリズムに慣れ、音から英語に親しむ。また、歌詞や歌に関連した文書

を読み、訳すことで、歌のより深い意味合いをくみ取る練習をする。 

テキスト 初回に提示します。 

参考文献 特になし 

成績評価の基準・方法 定期試験（100％）で評価 

質問・相談の受付方法 研究室棟 301向山研究室まで。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 気楽に英語を楽しみましょう！ 

準備学習について わからない単語は調べておいてください。 



 

講義科目名称： 英語Ｂ（子ども学科クラス） 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 向山 守 

テーマ 
英語をよみ、適切な日本語にできることを目標とする。また、戯曲を扱うので、登場人物の

心の動き、人間関係など機微を繊細に捉える態度を涵養する。 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       Romeo and Juliet １幕（前半）発表・読解・解説 

第３回       Romeo and Juliet １幕（後半） 

発表・読解・解説・英語でディスカッション 

第４回       Romeo and Juliet ２幕（前半）発表・読解・解説 

第５回       Romeo and Juliet ２幕（中半）発表・読解・解説 

第６回       Romeo and Juliet ２幕（後半） 

発表・読解・解説・英語でディスカッション 

第７回       Romeo and Juliet ３幕（前半）発表・読解・解説 

第８回       Romeo and Juliet ３幕（中半）発表・読解・解説 

第９回       Romeo and Juliet ３幕（後半） 

発表・読解・解説・英語でディスカッション 

第 10回       Romeo and Juliet ４幕（前半）発表・読解・解説 

第 11回       Romeo and Juliet ４幕（中半）発表・読解・解説 

第 12回       Romeo and Juliet ４幕（後半） 

発表・読解・解説・英語でディスカッション 

第 13回       Romeo and Juliet ５幕（前半）発表・読解・解説 

第 14回       Romeo and Juliet ５幕（中半）発表・読解・解説 

第 15回       Romeo and Juliet ５幕（後半） 

発表・読解・解説・英語でディスカッション 

定期試験 

授業の概要と目的 毎回、ある分量の英語を予習し、その成果をクラスの中で発表する。 

テキスト 初回に提示します。 

参考文献 特になし 

成績評価の基準・方法 定期試験（100％）で評価 

質問・相談の受付方法 研究室棟 301向山研究室まで。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ なやめる王子の心理をいっしょにさぐっていきましょう。 

準備学習について 指定された予習範囲の英訳をしっかりしてきてください。 



 

講義科目名称： 英語Ｃ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 角谷 裕子 

テーマ 
基礎的な英文法、文の構成、語彙を学び、ある程度まとまった考えを英語で表現 

することを目標とします。 

授業計画 

第１回      イントロダクション・journal writing（日記）の説明 

第２回      短文 第１文型、第 2文型    作文・会話アクティビティ 

第３回      短文 第 3文型、第 4文型     作文・会話アクティビティ 

第４回      短文 第 5文型         作文・会話アクティビティ 

第５回      修飾語の置き方：形容詞的修飾 作文・会話アクティビティ 

第６回      修飾語の置き方：副詞的修飾  作文・会話アクティビティ 

第７回      文のつなぎ方 重文：等位接続詞 and, but, or, so, for ,yet  

             作文・会話アクティビティ 

第８回      文のつなぎ方 重文：等位接続詞  

both…and, either…or, not only…but also  作文・会話アクティビティ 

第９回      文のつなぎ方 複文：名詞節（that 節、WH節）作文・会話アクティビティ 

第 10回     文のつなぎ方 複文：形容詞節（関係代名詞）作文・会話アクティビティ 

第 11回     文のつなぎ方 複文：形容詞節（関係副詞）作文・会話アクティビティ 

第 12回     文のつなぎ方 複文：副詞節（時、様態、条件）  

作文・会話アクティビティ 

第 13回     文のつなぎ方 複文：副詞節（原因、結果、目的、比較）  

作文・会話アクティビティ 

第 14回     文書の構成：パラグラフ構成、手紙文の書き方・作成 

第 15回     文書の構成：手紙文のメールでの通信 

試験 

授業の概要と目的 

５文型からなる短文の作成から複雑な文の作り方を、練習問題を通し段階的に学びます。 

さらに会話、日記やメール、手紙などを通し自分を表現する文作成に取り組み、学期を通し

日記を書き提出、メールで手紙を送るなど英語でのコミュニケーションを図ります。 

テキスト 
コピーを用意する予定でいます。テキストを使用する場合は、初回の授業で提示し、人数を

確認した上で注文します。 

参考文献 必要に応じ、最初の授業で紹介します。 

成績評価の基準・方法 定期試験(70％)に、課題・授業参加態度の平常点(30％)を含み評価します。 

質問・相談の受付方法 授業後、あるいは指定した時間に講師控室で対応します。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 科目等履修生【可】  聴 講 生 【可】 

メッセージ 
積極的な授業参加と学習姿勢を期待します。授業には必ず辞書（和英・英和辞典）を 

持参するようにして下さい。 

準備学習について 
授業で次回の課題・予習内容を指示します。必ず復習・予習を行い、次回の授業に臨んでく

ださい。 



 

講義科目名称： 英語Ｄ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 角谷 裕子 

テーマ 
教養英語の集大成として、英語の文章を味わい、声を出して読むことで自分の解釈を表 

現します。音読して英語を味わうことで、英語をより深く理解することを目標とします。 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       発音練習（母音）・わらべ歌  

第３回       発音練習 (t / d ) ・英詩紹介 

第４回       英詩（選択）・発音練習(h / f) 

第５回       英詩（読解）・発音練習(r / l) 

第６回       英詩（朗読発表）・児童文学紹介 

第７回       絵本・児童文学（選択）・発音練習(s / θ) 

第８回       絵本・児童文学（読解）・発音練習(b / v ) 

第９回       絵本・児童文学（朗読発表）・小説紹介 

第 10回      小説・フィクション（選択）・発音練習(z / δ) 

第 11回      小説・フィクション（読解）・発音練習 linking 1 

第 12回      小説・フィクション（朗読発表）・演説紹介 

第 13回      スピーチ（選択）・発音練習 linking 2 

第 14回      スピーチ（読解）・発音練習 linking 3 

第 15回      スピーチ（朗読発表）・まとめ 

（受講者数により、変更があります。） 

授業の概要と目的 

授業では、発音練習と課題として与えられた、また自分の選んだ文献を読解し、自分の理解

や解釈に基づいて、朗読発表します。発表前に、文章の解釈をし、感想文を提出してもらい

ます。 

テキスト 必要教材はコピーを渡します。授業の中で提示した自分の好みの文献を選択します。 

参考文献 必要に応じ、授業で適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 課題提出・発表・授業参加態度の平常点（40：40：20）で評価します。 

質問・相談の受付方法 授業後、あるいは指定した時間に講師控室で対応します。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
積極的な授業参加と学習姿勢を期待します。 

授業には必ず辞書（英和辞典）を持参するようにして下さい。 

準備学習について 
授業内で朗読発表に向けての課題・予習内容を指示します。必ず準備をして授業に臨んでく

ださい。 



 

講義科目名称： 英語コミュニケーションＡ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： キャサリン・アン・田村 

テーマ Speaking and listening skills practice 

授業計画 

This proposed order may change according to need. 

第１回       Meeting and introducing people① 

             First time meeting people, and meeting friends and co-workers 

第 2回       Meeting and introducing people② 

             Introducing new people and small talk with them 

第 3回       Numbers and time①  Practicing numbers for phone, addresses, etc. 

第 4回       Numbers and time②  Saying the time in various ways 

第 5回       Role play for classes 1～4 

第 6回       Hometowns and locations①  Location in a room, and on the streets  

第 7回       Hometowns and locations②   

Location in stores, and describing hometowns 

第 8回       Hometowns and locations③  Further describing hometowns 

第９回       Roleplay for classes 6～8  

第 10回      Foods, restaurants, cooking advice① 

             How to talk about foods, some apples, a lot of meat 

第 11回      Foods, restaurants, cooking advice②  How to cook and prepare meals 

第 12回      Foods, restaurants, cooking advice③   

Eating in restaurants, ordering meals 

第 13回      Daily activities, frequency①  Sports, hobbies, and other activities 

第 14回      Daily activities, frequency② 

             Use frequecy words to describe how often you do things 

第 15回      Role play for classes 10～14 

授業の概要と目的 To introduce the students to natural English by doing role play activities. 

テキスト 

テキスト名：Getting Into English 

ISBN：978-4-523-17650  出版社：Nan'Un-Do 

著者名：Cronin/Bray  価格（税抜）：1,800円 

参考文献 － 

成績評価の基準・方法 
Students will be graded on their attitude and participation for each class (about 40%) 

and role play activities (about 60%) 

質問・相談の受付方法 － 

履修条件 － 

特別学生の履修可否 科目等履修生【不可】  聴 講 生 【不可】 

メッセージ Students should bring a dictionary and word cards to class. 

準備学習について 
Students should study for each lesson before and review what they learned after each 

lesson. 



 

講義科目名称： 英語コミュニケーションＢ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： キャサリン・アン・田村 

テーマ Speaking and listening skills practice 

授業計画 

This proposed order may change according to need. 

第１回       Review of first term 

             Review some points of the first term and talk about their summer 

第 2回       Talk about music 1 

             Teach some songs and pronunciation 

第 3回       Talk about music 2 

             Music groups they like and they bring a song they like 

第 4回       Family １ 

             Family relationships 

第 5回       Family 2 

             Describing people and family members 

第 6回       Movies 

             Describing movies they like. Explaining why they like or don’t l 

             ike it 

第 7回       Activities 

             Describing other activities they like, go to a museum, have a bar- 

             b-que, go swimming, etc. 

第 8回       Weekend plans 

             How to make plans for the weekend.  Accepting and refusing to go w 

             ith someone. 

第 9回       Seasons, weather 

             Describing the weather and making plans for that weather condition 

             and season 

第 10回      Health 1 

             Talk about health problems 

第 11回      Health 2 

             Learn to give advice for different health conditions 

第 12回      Christmas 

             Learn the real meaning of christmas and the connection of things t 

             hey see around them 

第 13回      Shopping 1 

             Talk about cell phones and other electrical devices they see and u 

             se frequently. 

第 14回      Shopping 2 

             Shopping dialogues buying and selling things learned in previous  



lesson 

第 15回      Review and final check 

             Review many of the previous dialogues and check the students' prof 

             iciency 

授業の概要と目的 

To introduce the students to natural English by doing role play activities.  In 

addition, they will enjoy learning the real meaning of a world-wide holiday, Christmas, 

with a special celebration! 

テキスト 

テキスト名：Getting Into English 

ISBN：978-4-523-17650 

出版社：Nan'Un-Do 

著者名：Cronin/Bray 

価格（税抜）：1,800円 

参考文献 － 

成績評価の基準・方法 
Students will be graded on their attitude and participation for each class (about 40%) 

and role play activities (about 60%) 

質問・相談の受付方法 － 

履修条件 － 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

Students should bring a dictionary and word cards to class. 

Students should also bring a New Testament Bible to class (they can get a free copy 

from the school library) 

準備学習について 
Students should study for each lesson before and review what they learned after each 

lesson. 



 

講義科目名称： 英語コミュニケーションＣ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： キャサリン・アン・田村 

テーマ 

Communications skills practice (listening, speaking, actions, and so on). Will 

practice each lesson with many types of follow-up questions to bring more depth to 

the conversations. 

授業計画 

This proposed order of classes may change according to need. 

第１回       Introductions and meeting people 1 

             Introduction of class plan and meeting all the students 

第２回       Introductions and meeting people 2 

             Natural greetings, talking about where you are from and jobs 

第３回       Introductions and meeting people 3 

             Role play of introducing people and talking about jobs and countri 

             es 

第４回       Daily life activities 

             Talking about activities and expanded conversations with questions 

             like who, where,what, when. 

第５回       Role play 

             Role play using the previous lesson as a base. 

第６回       Describing characteristics of people 

             Learn how to describe people's characteristics with words like fri 

             endly, outgoing, quiet, stubborn, etc. 

第７回       Describing what people look like 

             Learn how to describe people's looks with words like tall, thin, h 

             aving long brown hair, small green eyes, etc. 

第８回       Family relationships and role play 

             Describing your family members to others using the previous 2 less 

             ons.  Role play check. 

第９回       Making plans 

             Making future weekend plans with more activity words 

第 10回      Inviting people 

             Learn how to invite people to join you in plans from previous less 

             on 

第 11回      Food and Recipies 

             Teach words used in cooking and other food words.  Explaning how t 

             o make their favorite foods. 

第 12回      Sharing recipies 

             If cooking room is open, have the students actually make each othe 

             rs recipies.  They must bring the ingredients and explain in Engli 

             sh how to cook it.  If the cooking room is not open, they will bri 



             ng ingredients and teach how to make simpler things like sandwiche 

             s, etc. 

第 13回      Ordering and taking orders in a restaurant 

             Practice being a waiter and customer in a restaurant.  Bring diffe 

             rent menus so they can practice describing items to foreigners in  

             Japan.  They can make small presentations of restaurant dialogue 

             s. 

第 14回      Review of lessons 2 to 5 

             Students go back and do pair and group review of the things studie 

             d in those lessons.  Small presentations of different parts. 

第 15回      Review of lessons 6 to 10 

             Students go back and do pair and group reviews of the things studi 

             ed in those lessons.  Small presentations of different parts 

授業の概要と目的 
To have the students use many activities and role play exercises to improve their 

English skills. 

テキスト 

テキスト名：Time to Communicate 

ISBN：978-4-523-17791-3 

出版社：Nan'Un-Do 

著者名：Bray 

価格（税抜）：1,900円 

参考文献 － 

成績評価の基準・方法 
Students are graded on participation for each class.  Also there will be tests, oral 

and role play, as each unit is finished. 

質問・相談の受付方法 － 

履修条件 － 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
Students will need to bring a Japanese/English dictionary to class (or Eng./Jap.). 

Students should also bring word cards to class 

準備学習について Students should study the lesson before the class and review it after each class. 



 

講義科目名称： 英語コミュニケーションＤ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： キャサリン・アン・田村 

テーマ Communications skills practice (listening, speaking, actions, and so on) 

授業計画 

This proposed order of classes may change according to need. 

第１回       Talking about summer vacation 

             Review of follow-up questions.  Students practice many ways to tal 

             k about their summer vacations. 

第２回       Interview of other students' summer vacations 

             Using the vocabulary and follow-up questions interview other stude 

             nts in the class and report their findings 

第３回       Travel lesson １ 

             Learn terminology and phrases useful for traveling and practice wi 

             th partners 

第４回       Hometowns 1 

             Learn words to describe hometowns and comparison phrases. 

第５回       Hometowns 2 

             Describe your own hometowns and compare them with other towns and  

             cities 

第６回       Hometowns 3 

             Assign students new hometowns in other countries and let them desc 

             ribe them and compare them with each otherd 

第７回       Opinions 1 

             Teach how to talk about your own opinions.  Agree and disagree wit 

             h others' ideas. 

第８回       Opinions 2 

             Give students a variety of topics to state their opinions about.   

             Sports, Movies, people, animals, food, and so on. 

第９回       Travel 2 

             Using the vocabulary from the last 2 lessons, students make travel 

             plans for different countries and state their opinions in more de 

             tail (follow-up questions) 

第 10回      Festivals and Holidays 1 

             Teach them vocabulary useful for festivals and holidays in Japan 

第 11回      Festivals and Holidays 2 

             Teach them about some holidays in other countries, and have them r 

             esearch a special day in another country.  Use their information t 

             o teach other students. 

第 12回      Christmas  Class １ 



             Have students learn the real meaning of Christmas from the Bible.  

             Teach them the connections to how we celebrate today and compare  

             with other countries 

第 13回      Christmas Class 2 (Experience Christmas) 

             Let them practice some songs and other activities of Christmas.  E 

             ven fun gift exchange if they are willing. 

第 14回      Future Plans 1 

             Teach adverbs of probability to discuss their future plans. Both  

             near future and far future plans. 

第 15回      Future Plans 2 

             Interviews in pairs of their future plans.  Role play of their dis 

             cussions with many follow-up questions. 

授業の概要と目的 

To have the students use many activities and role play exercises to improve their 

English skills.  Also the students will learn to explain some Japanese culture in 

English.  Students will also learn about the real meaning of Christmas and enjoy a 

Christmas celebration! 

テキスト 

テキスト名：English Listening and Speaking Patterns 

ISBN：978-4-523-17747-0 C0082 

出版社：Nan'Un-Do 

著者名：Bennet 

価格（税抜）：2,000円 

参考文献 － 

成績評価の基準・方法 
Students are graded on participation for each class.  Also there will be tests, oral 

and role play, as each unit is finished. 

質問・相談の受付方法 － 

履修条件 － 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

Students will need to bring word cards and a Japanese/English dictionary to class (or 

Eng./Jap.). 

Students should also bring the New Testament Bible (Eng/Jap.) to each class.  (The 

school library has free copies each student can have) 

準備学習について Students should study the lesson before the class and review it after each class. 



 

講義科目名称： 中国語Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 周 佩芳 

テーマ 聞く力、話す力、書く力の総合的レベルアップを目指す。 

授業計画 

第１回       ガイダンス、授業紹介、発音練習 

第２回       発音と綴りの基本的な法則  

第３回       第１課 基本文型 

第４回       第２課 指示代詞 “的”使い方 

第５回       第３課 人称代詞形容詞述語文 

第６回       形容詞 副詞 

第７回       第４課 所有を表す 

第８回       “和”、“都” 年月日の言い方 動詞の現在形 

第９回       第５課 名前の訪ね方  疑問文(1) 

第 10回      在(1) 量詞 “多少”と“几” 

第 11回      第６課 連動文 場所代詞 

第 12回      第７課 疑問文(2)  方位詞 主述述語文 

第 13回      在(2)  前置詞  二重目的語 

第 14回      第 8課 時間の表し方 結果補語 

第 15回      復習 まとめ 

授業の概要と目的 

この授業では、目で読んでいくのだけではなく、中国語を音として理解する訓練が中心であ

る。日本人が苦労しがちな「発音」をネイディブ・スピーカの模範朗読によりわかりやすく

指導しながら、聞く力を強化、話す力を開発、また、朗読力、書く力を含めた総合的レベル

アップを目指す。 

「中国語の口と耳」を鍛えるため、徹底して話しことば重視し、くどいくらいに口頭練習を

繰り返すこと。 

テキスト 

テキスト名：『話し放題中国語』 

ISBN：978-4-7647-0674-3 

出版社：金星堂 

著者名：盧 華岩 

価格（税抜）：2,650円 

※後期｢中国語 B｣でも引き続き使用する。 

参考文献 
講義中適宜紹介する。 

 辞書を購入する必要はないが、手に入れたい人の相談には随時応じる。 

成績評価の基準・方法 
評価は、平常点（出席率・学習態度）+ 期末テストによるものですが、良い評価を獲得でき

るかどうかは受講生自身の努力次第です。 

質問・相談の受付方法 講義終了後に随時受け付けます。 

履修条件 
特に設けない (中国語既習者でこの｢中国語 A｣を跳ばして｢中国語 B｣を履修することを希望

する者は、担当教員に事前に相談すること)。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ ちりも積もれば山となる。毎日一言中国語を話してみましょう。 

準備学習について 毎回授業の始めに中国語で一言いいますので準備してきてください。 



 

講義科目名称： 中国語Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 周 佩芳 

テーマ 
中国語の基本的な仕組みを把握するとともに、短文だけではなく長文の理解もできることを

目標とする。 

授業計画 

第１回       前期内容復習  

第２回       聞き取り練習 

第３回       第 9課 能願動詞 

第４回       因果関係を表し方 

第５回       第 10課 動詞の過去形  

第６回       副詞 “又”と“再” 

第７回       第 11課   仮定を表す 

第８回       選択疑問文 過去の経験を表す 

第９回       量的に完了できることを表し方 

第 10回      第 12課 数字に関する表現 

第 11回      助動詞 選択疑問文  程度補語 

第 12回      始点から終点までを表す“从---到” 

第 13回      数量補語 程度による形容詞の表し方 

第 14回      動作が進行中であることを表し方 比較表現 

第 15回      復習 まとめ 

期末試験 

授業の概要と目的 

前期に学んだ文法事項を復習しながら、語彙や語法を増やしつつ、表現の幅を広げる。この

授業では、目で読んでいくのだけではなく、中国語を音として理解する訓練が中心である。

また、中国語の基本的な仕組みを把握するとともに短文の積み重ねから長文の進め方へと発

展させていきたい。 

前期の引き続きて徹底して話しことば重視し、くどいくらいに口頭練習を繰り返すこと。 

テキスト 

テキスト名：『話し放題中国語』 ※前期と同様 

ISBN：978-4-7647-0674-3 

出版社：金星堂  著者名：盧 華岩 

価格（税抜）：2,650円 

参考文献 
講義中適宜紹介する。 

辞書を購入する必要はないが、手に入れたい人の相談には随時応じる。 

成績評価の基準・方法 
評価は、平常点（出席率・学習態度）+ 期末テストによるものですが、良い評価を獲得でき

るかどうかは受講生自身の努力次第です。 

質問・相談の受付方法 講義終了後に随時受け付けます。 

履修条件 
特に設けない (中国語既習者でこの｢中国語 A｣を跳ばして｢中国語 B｣を履修することを希望

する者は、担当教員に事前に相談すること)。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ ちりも積もれば山となる。毎日一言中国語を話してみましょう。 

準備学習について 毎回授業の始めに中国語で一言いいますので準備してきてください。 



 

講義科目名称： 生活と健康 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 齋藤 剛 

テーマ 
健康の意義を理解し、その維持・増進のための効果的な運動・スポーツ実践について理解す

る。 

授業計画 

第１回       ガイダンス        健康について 

第２回       健康の概念について  グループワークを行う。 

第３回       健康と体力の関係   体力を理解し、健康との関連性について議論する。 

第４回       運動と生活習慣病１ 生活習慣病の現状と課題について理解する。 

第５回       運動と生活習慣病２ 肥満を解消するための運動条件について理解する。 

第６回       運動と生活習慣病３ 糖尿病の予防・改善につながる運動について理解する。 

第７回       運動と生活習慣病４ 高血圧症と運動の関係について理解する。 

第８回       トレーニングと健康    

トレーニングが健康にどのように貢献するか理解する。 

第９回       運動とストレス１          運動はストレスを改善するのか考察する。 

第 10回      運動と熱中症      運動時の熱中症予防について理解する。 

第 11回      運動とメンタルヘルス１  日本のうつ病などの精神疾患の状況を理解する。 

第 12回      運動とメンタルヘルス２  運動とメンタルヘルスの関係を理解する。 

第 13回      運動と認知機能          運動と認知機能の関係を理解する。 

第 14回      健康とスポーツ１     

現代社会におけるスポーツの意義について理解する。 

第 15回      健康とスポーツ２     

運動・スポーツと健康との関係についての多角的な理解 

授業の概要と目的 

（概要） 

私たちは運動やスポーツが、心身の健康の維持・増進に貢献することを良く知っている。一

方で、運動やスポーツが、どのようなメカニズムで心身に良い影響を及ぼすのかについては

あまり知られていない。本講義では、まず健康の概念について考察した後で、様々な観点か

ら運動が健康に与える影響について科学的知見をもとに議論する。また、現代社会における

スポーツの意義についても理解を深め、生涯にわたって運動・スポーツ実践ができるような

素養を身につける。 

（目的） 

生涯にわたって健康で質の高い生活を営むための運動、スポーツの意義について考える。 

テキスト 必要に応じテキストを配布 

参考文献 適時紹介 

成績評価の基準・方法 毎回の小テストの結果とまとめの学習到達度から判断します（配点 ５０：５０）。 

質問・相談の受付方法 
月曜日以外に 305研究室に直接来て頂くか、tsaito@suw.ac.jpまでメールを送ってくださ

い。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 科目等履修生【可】    聴 講 生 【可】 

メッセージ 意欲的、積極的学習をしてください。 

準備学習について 授業終了後に次回の授業内容について提示するので、しっかりと確認してください。 

mailto:tsaito@suw.ac.jp


 

講義科目名称： スポーツ実習（子ども学科クラス） 

開講期間： 通年 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 齋藤 剛 

テーマ 基本的な運動処方、スポーツ技術を身につけ、運動、スポーツを楽しむ。 

授業計画 

【前期】      

第１回   ガイダンス 授業の進め方、今後の予定 

第２回   体力測定１ 

第３回   ウォームアップとクーリングダウン 1 （それらの意味とその効果について） 

第４回   ウォームアップとクーリングダウン 2（安全かつ効果的なやり方） 

第５回   バドミントン１；ルールの理解 

第６回   バドミントン２；打ち方の理解 

第７回   バドミントン３；2人組みでラリー 

第８回   バドミントン４；ダブルスのルールと戦術 

第９回   バドミントン５；ダブルスで試合１ 

第 10回  バドミントン６；ダブルスで試合２ 

第 11回  卓球１；ルールの理解 

第 12回  卓球２；打ち方の理解 

第 13回  卓球３；打ち方の練習 

第 14回  卓球４；ラリーをつづける 

第 15回  卓球５；試合 

【後期】     

第 16回  バレーボール１；ソフトバレーボール 

第 17回  バレーボール２；ルールの理解 

第 18回  バレーボール３；2人組みでのパス（アンダーハンドパス） 

第 19回  バレーボール４；2人組みでのパス（オーバーハンドパス） 

第 20回  バレーボール５；サーブ、レシーブの練習 

第 21回  バレーボール６；試合 

第 22回  バスケットボール１；ルールの理解 

第 23回  バスケットボール２；パスの理解 

第 24回   バスケットボール３；3 on 3 

第 25回  バスケットボール４；試合 

第 26回   ソフトボール１;ルールの理解 

第 27回  ソフトボール２；試合 

第 28回   フライングディスク１；種目の理解 

第 29回   フライングディスク２；様々な投げ方 

第 30回  体力測定２ 



授業の概要と目的 

運動は、生活習慣病の予防・改善だけでなく、積極的に健康を維持・増進する効果を持つこ

とが明らかになっている。この授業では、いくつかのスポーツを、楽しく、安全に、継続し

て行えるように、それらのスポーツの技術と知識を学習する。同時に、怪我なく安全に運動・

スポーツを行えるように、ウォーミングアップ、クーリングダウンの意義、方法についても

学習する。 

テキスト 必要に応じテキストを配布 

参考文献 適時紹介 

成績評価の基準・方法 
授業態度と体力テスト（授業の最初と最後に体力テストを行いその変化から評価します）  

授業態度：体力テスト＝８０：２０ 

質問・相談の受付方法 
月曜日以外に 305研究室に直接来て頂くか、tsaito@suw.ac.jpまでメールを送ってくださ

い。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 意欲的、積極的学習をしてください。 

準備学習について 
事前に授業で行うスポーツについて予告しますので、そのスポーツについての歴史、ルール

について調べて臨むようにしてください。 

mailto:tsaito@suw.ac.jp


 

講義科目名称： レクリエーション実習 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 齋藤 剛 

テーマ レクリエーションの意義を理解する。 

授業計画 

１．         ガイダンス 

２．         レクリエーションについてグループワーク 

３．         ネイチャーゲーム① 

              (ネイチャーゲーム理論、初めましてカード、コウモリとガ、まとめ) 

４．         ネイチャーゲーム② 

              (フィールドビンゴ、音いくつ、居眠りおじさん、まとめ) 

５．         ネイチャーゲーム③    (木の鼓動、カメラゲーム、私の木の事前演習) 

６．         ネイチャーゲーム④    (動物交差点、私の木、ミクロハイク) 

７．         ネイチャーゲーム⑤ 

              (木の葉カルタとり、サウンドマップ、フォールドポエム） 

８．         ボードゲーム 

９．         クラフト、紙飛行機、ブーメラン 

10．         ニュースポーツ（体育遊び） 

11．         ニュースポーツ（ペタボード、ユニカーリング） 

12．         ニュースポーツ（インディアカ、ソフトバレーボール） 

13．         学生によるレクリエーション① 

14．         学生によるレクリエーション② 

15．         まとめ これまでのレクリエーション活動の振り返り 

授業の概要と目的 

レクリエーションとは、多くの場合、仕事や、勉学の疲れを癒すための休養や娯楽という意

味で使われている。しかし、レクリエーションをよりよい遊びと捉えると、娯楽や休養とい

うことだけでなく、生きがい、生活の質と大きく関わってくる。我々が、大きな達成感や満

足感が得られる経験とはどのようなものなのか、考え、実践していくなかで、自分にとって

のレクリエーションを見つけてもらいたい。授業では、前半は自然体験プログラムであるネ

イチャーゲームを、後半は、カルチャー、スポーツレクリエーションを行う。さらに、グル

ープを作ってもらい、グループごとにレクリエーションを企画・運営してもらう予定である。 

テキスト 必要に応じテキストを配布 

参考文献 適時紹介 

成績評価の基準・方法 
授業態度とレポート （単位取得に当たってレポート提出は必須）  

授業態度：レポート＝８０：２０ 

質問・相談の受付方法 
月曜日以外に 305研究室に直接来て頂くか、tsaito@suw.ac.jpまでメールを送ってくださ

い。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 科目等履修生【可】    聴 講 生 【可】 

メッセージ 意欲的、積極的学習をしてください。 

準備学習について 

事前に授業に行うレクリエーションアクティビティの資料を渡しますので、

https://manabi.suw.ac.jp/aa_web/syllabus/image/btn/btn_big_input_ok3.gif事前に確

認してください。 

mailto:tsaito@suw.ac.jp
https://manabi.suw.ac.jp/aa_web/syllabus/image/btn/btn_big_input_ok3.gif


 

講義科目名称： キャリア支援Ⅰ－Ａ（子ども学科クラス） 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 向山守、二木秀幸、齋藤剛 

テーマ 大学生活の心構え、方法を学び、大学生活をデザインする。 

授業計画 

第１回       大学基礎学① 大学での履修と生活の特徴を知ろう 

第２回       大学基礎学② 大学内の施設を確かめよう 

第３回       大学基礎学③ 図書館ガイダンス 

第４回       大学基礎学④ 大学周辺を知ろう 

第５回       コミュニケーション① コミュニケーションの始まり・自己紹介 

第６回       コミュニケーション② 自分を知ろう、友達を知ろう 

第７回       コミュニケーション③ 人生でやりたいこと、人生の夢を語ろう 

第８回       社会展望① 夢を実現するために大学でできること 

第９回       社会展望② 仕事を知ろう 

第 10回      社会展望③ 社会で役立つ知識や資格を知ろう 

第 11回      社会展望④ 社会の一員としての自分、世界の中の自分を知ろう 

第 12回      グループワーク① 自分の夢をかなえるために 

第 13回      グループワーク② 社会生活とマナーについて考えよう 

第 14回      グループワーク③ ボランティアについて考えよう 

第 15回      グループワーク④ 人生を、大学生活をいかに生きたいかまとめよう 

授業の概要と目的 

学生時代を有意義に送るために動機付けし、心構えを学ぶ。高校時代を振り返る。 

大学卒業後の自分の姿、人生を考える。自己を知る、他者を理解する。健康、栄養、 

時間管理を学ぶ。大学生活をデザインする。働くことの意味、人生設計を考える。 

適宜、グループワーク、意見発表などを行う。基本的なマナーも学ぶ。 

テキスト 適宜プリント等を配布する。 

参考文献 授業中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 
授業態度   ５０％ 

ミニレポート ５０％ 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室等で受け付ける。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ これからの大学生活を有意義に送るために休まずに出席すること。 

準備学習について 前回に指示された予習をしっかりしてきてください。 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅰ－Ｂ（子ども学科クラス） 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 小田部雄次、向山守、河合修身、岡澤裕子、山下紗織、二木秀幸、丸尾真紀子、太田洋一、 

太田晴康、山城厚生 

テーマ 社会人になるための情報収集と自己表現法を学ぶ 

授業計画 

第１回       半期の講義全体の説明を 10人で分担して行う。 

             ローテーションなので、順番や回数はクラスで異なります。 

第２回       小田部：人生を考える 

第３回       二木：表現を学ぶ 

第４回       向山：「ことばのしくみ」について考える。 

第５回       丸尾：音を考える 

第６回       河合：ニュースに関心を持とう、新聞を読もう。 

第７回       太田洋一：健康を考える 

第８回       太田学長と話そう 

第９回       山城副学長と話そう 

第 10回      岡澤：①自然の成り立ち。 

第 11回      岡澤：②宇宙からみた私たち。 

第 12回      山下：①「物語」を生きる。やま 

第 13回      山下：②「物語」をつくる。 

第 14回      スピーチコンテストを傍聴する。 

第 15回      スピーチコンテストのあらましと感想をまとめる。 

授業の概要と目的 

小田部・向山・河合・岡澤・山下・二木・丸尾・太田洋一・太田学長・山城副学長の 10教

員が交代で講義を担当する。小田部は、社会人として働くことの意味を考えながら、文章読

解や漢字の練習などを行う。向山は、ある問題に対して、根本的に、あるいは、哲学的に考

え表現することを学ばせる。河合は、世の中の動きや出来事への関心を高めるとともに、社

会人としての知識やルールを身につける狙いで時事問題を中心に解説する。岡澤は自然と人

間をテーマに自然や宇宙と私たちのつながりを考えさせる。山下は、絵本や童話などの物語

に親しみ、生きることと物語との関係を考えさせる。二木は表現、丸尾は音、太田洋一は健

康を考える。ほかに学長と副学長との交流の時間をもうける。 

テキスト 特になし 

参考文献 特にないが、講義時間中に適宜、指定する。 

成績評価の基準・方法 
10人の担当教員の総合評価になる。スピーチコンテストのまとめがレポートの評価対象とな

る。 

質問・相談の受付方法 講義中または講義後。 

履修条件 本学の 1年生であること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ - 

準備学習について 
各教員の担当が終わるごとに、いままでのまとめをしますので、それぞれの教員から学んだ

ことを、事前に整理しておいてください。 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅱ－Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 杉本 好行 

テーマ 学生生活のキャリアデザインを通して社会人としての基礎力を理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、「キャリアデザイン」の意味を考える 

第２回       大学生活の意味や意義を考える  

第３回       これまでの「自分」の整理 

第４回       今の「自分」を知り、これからの学生生活を考える 

第５回       これからの学生生活で取り組むこと、目標設定 

第６回       自分の役割と責任について 

第７回       社会で働くということ、働き方について 

第８回       仕事を知る、仕事について考える 

第９回       社会人としてのエチケットやマナー 

第 10回      マナーの実践 

第 11回      社会で求められるもの 

第 12回      他者から見た自分 

第 13回      自分の強みや弱み、価値観を知る 

第 14回      一般常識問題を解く 

第 15回      基礎学力と自己課題 

授業の概要と目的 

学生生活のキャリアデザインを通して、社会人としての基礎力を身に付けることを目標とす

る。 

自分の将来を見据え、学生生活のキャリアデザインを行うとともに、新聞やニュースも引用

し、基礎学力問題（一般常識）にも適宜取り組み、コミュニケーションシート（ＣＳ）を提

出することで文章力も鍛える。 

テキスト 
テキスト名：ＭＹ ＣＡＲＥＥＲ ＮＯＴＥ Ⅰ （ＡＤＶＡＮＣＥ） 

出版社：ベネッセコーポレーション 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 

・コミュニケーションシート評価、授業態度       ：６０％ 

・課題提出                      ：２０％ 

・定期試験（一般常識模試）の結果           ：２０％ 

質問・相談の受付方法 講義前後に教室、またはキャリア支援課で受付けます。 

履修条件 【必須要件】教科書を購入、持参すること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・とにかく出席を重視します。欠席回数が多数の場合は面談いたします。 

・遅刻、私語、居眠り、飲食は厳禁。ビジネスマナーを身に付けていきます。 

・課題の提出、定期試験も大きな評価点です。講義中の指示をしっかり聞いて対応して下さ

い。欠席した場合は直ぐに キャリア支援課に来て対応して下さい。 

準備学習について 

・授業終了後に次回の予習内容を指示します。 

・授業内で終了しなかったワークシートは必ず完成させて下さい。適宜コピーを提出してい

ただきます。 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅱ－Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 杉本 好行 

テーマ キャリアデザインを実践していく。社会人としての基礎力を身に付ける。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、価値観診断強み発見ツールＳＣＡＬＥの実施 

第２回       公務員セミナー 

第３回       集団討論演習①ＳＣＡＬＥ診断結果返却 

第４回       集団討論演習②強みを活かす（個人編） 

第５回       集団討論演習③強みを活かす（チームワーク編） 

第６回       「私のキャリアデザイン」の仕上げ 

第７回       キャリアデザインの発表① 

第８回       キャリアデザインの発表② 

第９回       キャリアデザインの発表③ 

第 10回      キャリアデザインの発表④ 

第 11回      キャリアデザインの発表⑤ 

第 12回      ＳＰＩ試験対策（言語） 

第 13回      ＳＰＩ試験対策（非言語） 

第 14回      ＳＰＩ試験模試の実施 

第 15回      資格と仕事、働き方を考える 

授業の概要と目的 

1年を通して「キャリアデザインの基礎力を身につける」ことを目標とする。ペアワークや

グループワーク、発表なども取り入れ、プレゼンテーション力やディスカッション力も身に

つける。目標設定を行い、ＰＤＣＡサイクルを実践していく。社会を知るために時事問題を

知る習慣を身につける。 

テキスト 
テキスト名：ＭＹ ＣＡＲＥＥＲ ＮＯＴＥ Ⅰ （ＡＤＶＡＮＣＥ） 

出版社：ベネッセコーポレーション 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 

・コミュニケーションシート評価、授業態度       ：６０％ 

・発表、課題提出                   ：２０％ 

・ＳＰＩ試験、定期試験の結果             ：２０％ 

質問・相談の受付方法 講義前後に教室、またはキャリア支援課で受付けます。 

履修条件 【必須要件】ＳＣＡＬＥ受検、ＳＰＩ受検は必ず行ってください。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・とにかく出席を重視します。欠席回数が多数の場合は面談いたします。 

・遅刻、私語、居眠り、飲食は厳禁。ビジネスマナーを身に付けていきます。 

・課題の提出、定期試験も大きな評価点です。講義中の指示をしっかり聞いて対応して下さ 

い。欠席した場合は直ぐに キャリア支援課に来て対応して下さい。 

準備学習について 

・授業終了後に次回の予習内容を指示します。 

・授業内で終了しなかったワークシートは必ず完成させて下さい。適宜コピーを提出してい 

ただきます。 

・プレゼンテーションの準備や練習を必ず行ってください。 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅲ－Ａ（子ども学部） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 杉本 好行 

テーマ 「就活力」を高める・・・就職試験で内定を勝ち取るための基礎学力をつくる 

授業計画 

第 1回        オリエンテーション（就職環境の解説、就活の流れ） 

第 2回        就職活動の進め方 

第 3回        履歴書の書き方① 学んだこと・自己紹介／自己ＰＲ 

第 4回        履歴書の書き方② 資格、働く理由・志望動機 

第 5回        就活のマナー①大学生と社会人との違い、マナーや服装について 

第 6回        就活のマナー②電話、手紙、メール、敬語 

第 7回        保育現場の実際①（幼稚園） 

第 8回        保育現場の実際②（保育所） 

第 9回        保育現場の実際③（認定こども園） 

第 10回       保育現場の実際④（児童養護施設） 

第 11回       保育現場の実際⑤（障害児施設） 

第 12回       一般常識問題を解く① 

第 13回       一般常識問題を解く② 

第 14回       保育の専門問題を解く① 

第 15回       保育の専門問題を解く② 

授業の概要と目的 

キャリア支援の最終段階として「就活力を高める」ことを目指す。就職試験で内定を勝ち取

るための基礎力作りを基本に、前期は「就職活動の準備」を行う。キャリア支援ⅡＡ、Ｂで

培った力に加えて、履歴書の書き方、就活マナーについて、就職試験対策としての一般常識

問題および保育の専門問題に取り組む。 

テキスト 
・『MY CAREER NOTE Ⅲ』（ベネッセコーポレーション）：各自購入 

・必要な資料は講義中に配布する。 

参考文献 ・適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 
・授業態度、課題提出       ： ８０％ 

・定期試験（一般常識模試）の結果 ： ２０％ 

質問・相談の受付方法 
・講義前後に教室、またはキャリア支援室で受け付ける。 

・別途、就職相談時間を設ける。 

履修条件 【必須条件】教科書を購入し、毎回持参すること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

・出席を重視する。欠席回数が多数の場合は面談する。 

・遅刻、私語、居眠り、飲食は厳禁。ビジネスマナーを身に付けていく。 

・課題の提出、定期試験も大きな評価点なので、講義中の指示をしっかり聞いて対応するこ 

と。欠席した場合は直ぐにキャリア支援課に来て対応すること。 

準備学習について 
・授業終了後に次回の予習内容を指示します。 

・毎回課題を出します。必ず提出して下さい。 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅲ－Ｂ（子ども学部） 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 杉本 好行 

テーマ 「就活力」をつける・・・就職試験で内定を勝ち取るための実践力をつける 

授業計画 

第 1回        就職活動 

第 2回        ＳＰＩ試験模試の実施 

第 3回        就活の身だしなみ（第一印象・スーツ・メイク・写真） 

第 4回        面接の概要、グループディスカッション演習① 

第 5回        面接の概要、グループディスカッション演習② 

第 6回        保育現場が求める人材像①（幼稚園 園長） 

第 7回        保育現場が求める人材像②（保育所 施設長） 

第 8回        保育現場が求める人材像③（認定こども園 園長） 

第 9回        保育現場が求める人材像④（児童養護施設 施設長） 

第 10回       保育現場が求める人材像⑤（障害児施設 施設長） 

第 11回       内定者報告会 

第 12回       履歴書の仕上げ 

第 13回       面接対策（集団・ＧＤ）仕上げ 

第 14回       面接対策（個人）仕上げ 

第 15回       就職活動の諸注意 

授業の概要と目的 

キャリア支援の最終段階として「就活力を高める」ことを目指す。就職試験で内定を勝ち取

るための実践力をつけるため、後期は「就職活動の実践」を行う。キャリア支援ⅡＡ、Ｂで

培った力に加えて、面接指導に重点を置く。 

テキスト 
・『MY CAREER NOTE Ⅲ』（ベネッセコーポレーション）：前期から継続して使用 

・必要な資料は講義中に配布する。 

参考文献 ・適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 

・全１５回の取り組み、授業態度    ： ４５％ 

・課題提出              ： ２５％ 

・ＳＰＩ試験模試           ： ２０％ 

・定期試験の結果           ： １０％ 

質問・相談の受付方法 
・講義前後に教室、またはキャリア支援室で受け付ける。 

・別途、就職相談時間を設ける。 

履修条件 

【必須要件】前期で購入した教科書を持参すること。 

      履歴書、求職表の提出、面談は必須となります。 

      ＳＰＩ試験は必ず受検のこと。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

・出席を重視する。欠席回数が多数の場合は面談する。 

・遅刻、私語、居眠り、飲食は厳禁。ビジネスマナーを身に付けていく。 

・課題の提出、定期試験も大きな評価点なので、講義中の指示をしっかり聞いて対応するこ 

と。欠席した場合は直ぐにキャリア支援課に来て対応すること。 

準備学習について 

・履歴書、エントリーシート、自己ＰＲの作成などの課題を適宜出します。 

・就職先の情報収集、職場見学、インターンシップ等、授業外での活動も行ってください。 

・学外のセミナー、講演会、研究会、説明会等にも積極的に参加して下さい。 



 

講義科目名称： 情報リテラシー（子ども学科クラス） 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 岡澤裕子、遠山紗矢香 

テーマ コンピュータおよびネットワークの利用スキルの基礎の習得 

授業計画 

第１回       PCの基本操作①－Windowsの基本操作と入力の基礎 

第２回       PCの基本操作②－PCの環境設定，タッチタイピング 

第３回       PCの基本操作③－インターネットの利用と情報モラル 

第４回       ワープロ入門①文字の入力と変換 

第５回       ワープロ入門②文書の作成、編集と保存 

第６回       ワープロ入門③図表の作成と編集 

第７回       ワープロ入門④定型文の作成１ 文章の体裁を整える 

第８回       ワープロ入門⑤定型文の作成２ 表や図を用いた表現 

第９回       ワープロ入門⑥テンプレートの活用 

第 10回      表計算入門①入力の基本と表の作成 

第 11回      表計算入門②グラフの作成と編集 

第 12回      表計算入門③データの処理、機能の活用 

第 13回      ワープロと表計算の総合演習 アプリ間のデータ活用 

第 14回      ワープロと表計算の総合演習  

スクリーンショット機能、ＰＤＦファイル作成 

第 15回      情報を活用するということ 

定期試験 

授業の概要と目的 

在学時の学習や卒業後に必要とされるコンピュータおよびネットワークの利用の基本的な

知識とスキルの習得を目的とする。 

主な学習内容は、コンピュータに関する基本的な知識と操作法、インターネットの利活用と

情報モラル、ワードプロセッサによる文書作成、表計算入門などである。授業では学習内容

の理解を深めるために、毎回の授業で課題を課す。 

テキスト 

テキスト名：『30時間でマスター Word&Excel 2013』 

ISBN：978-4407332650 

出版社：実教出版 

著者名：実教出版編修部  

価格（税抜）：972円 

参考文献 講義中に適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 
毎回の講義後に提出する課題と学期末のレポート課題の結果で評価します。（配点 ５０：

５０） 

質問・相談の受付方法 

毎回の講義での課題提出（E-Mailによる）の際に、質問事項を記述してください。内容によ

っては個人的に返信する場合もありますが、基本的には次回の講義の冒頭で質問事項につい

て解説をします。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 科目等履修生【不可】    聴 講 生 【不可】 

メッセージ 授業を欠席した場合には、次回の講義までに授業内容を確認してください。 

準備学習について 毎授業後にはレポートを提出すること。 



 

講義科目名称： 表計算演習（子ども学科クラス） 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 岡澤 裕子 

 

 

テーマ 表計算ソフトウェアを利用したデータの処理 

授業計画 

第１回       データ入力の基礎 

第２回       表の作成と編集 

第３回       計算の基礎 

第４回       表とセルの書式 

第５回       グラフの作成と編集① グラフ作成の基礎 

第６回       グラフの作成と編集② グラフの編集 

第７回       グラフの作成と編集③ グラフを用いたデータの表現 

第８回       関数の基本 

第９回       関数の活用① さまざまな関数 

第 10回      関数の活用② 関数を用いた表検索 

第 11回      データベース① データの検索・置換・並べ替え 

第 12回      データベース② データの集計と抽出、フォームの利用 

第 13回      ワードプロセッサを利用したデータの表現 

第 14回      他のデータベースからのデータの利用 

第 15回      授業の総括 

定期試験 

授業の概要と目的 

表計算ソフトウェアの操作実習をしながら、データを数値化、分析、加工する方法を習得す

る。また、ワードプロセッサ等の他のソフトウェアとともに利用する方法を学び、より効果

的にデータを提示する方法を学ぶ。 

テキスト 

テキスト名：『30時間でマスター Word&Excel 2013』 

ISBN：978-4407332650 

出版社：実教出版 

著者名：実教出版編修部 

価格（税抜）：972円 

参考文献 講義中に適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 毎回の講義後に提出する課題と学期末試験の結果で評価します。（配分 ５０：５０） 

質問・相談の受付方法 

毎回の講義での課題提出（E-Mailによる）の際に、質問事項を記述してください。内容によ

っては個人的に返信する場合もありますが、基本的には次回の講義の冒頭で質問事項につい

て解説をします。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 授業を欠席した場合には、次回の講義までに欠席分の授業内容を確認しておいてください。 

準備学習について 毎授業後にレポートを提出すること。 



講義科目名称： コンピュータシステムＡ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ コンピュータや周辺機器の種類・特徴を理解する。 

授業計画 

第１回       コンピュータ利用上の注意とセキュリティついて 

第２回       コンピュータにおける情報の表現 

第３回       補助単位について 

第４回       コンピュータの種類と機能 

第５回       入力装置の種類と特徴１（キーボード、ポインティングデバイス） 

第６回       入力装置の種類と特徴２（ポインティングデバイス、スキャナ） 

第７回       出力装置の種類と特徴 

第８回       補助記憶装置の種類と特徴 

第９回       インタフェースの種類と特徴 

第 10回      ハードウェア総合 

第 11回      オペレーティングシステムの役割と機能 

第 12回      ソフトウェアの設定 

第 13回      ソフトウェアの種類と特徴１（オフィス系ソフト） 

第 14回      ソフトウェアの種類と特徴２（画像処理系ソフト） 

第 15回      基数変換、論理演算 

各項目により分量が違いますので、進み方は若干前後します。 

授業の概要と目的 

コンピュータ内部の仕組みや、周辺装置の特徴や仕組み、コンピュータが使われている処理

システムなど、これからコンピュータを使う上（他のコンピュータ系科目）での土台となる

基礎知識を修得する科目である。 

確認テストを内容の区切りごとに２～３回実施する。 

テキスト 

テキスト名：情報処理活用試験２級テキスト 2017年度版 

ISBN： 

出版社：実教出版 

著者名：岩井 宏、太田信宏、齋藤裕美、中島寛和、洪 邦夫 

価格（税抜）：1,500円 

参考文献 日経パソコン用語辞典 

成績評価の基準・方法 
学期末試験、確認テストで評価する。 

期末試験  ７０％、確認テスト ３０％ 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。 

不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入して下さい。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 確認テストの追・再試は行いません。 

準備学習について 
・コンピュータの用語を授業ごとに覚えるようにして下さい。 

・前回の用語を必ず復習してくること。 



 

講義科目名称： コンピュータシステムＢ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ ネットワークなどの基礎知識、データベースの基礎知識の習得。 

授業計画 

第１回       インターネットについて、インターネットへの接続 

第２回       ＩＰアドレス、サーバーについて 

第３回       WWW、電子メールの仕組みについて 

第４回       セキュリティとサービス 

第５回       LANのアーキテクチャ 

第６回       論理演算と真理値表 

第７回       IPv4仕組みについて 

第８回       LANの運用形態 

第９回       LANの構成要素 

第 10回      情報社会とコンピュータ 

第 11回      個人情報保護法と知的財産権 

第 12回      情報モラルと法制度について 

第 13回      コンピュータセキュリティについて 

第 14回      ＳＱＬ言語１（単表） 

第 15回      ＳＱＬ言語２（複表） 

各項目により分量が違いますので、進み方は若干前後します。 

授業の概要と目的 

コンピュータシステムＡの続きとして、ネットワークの基礎知識、データベースソフトウェ

アで使用されるSQL言語などのこれからコンピュータを使う上での土台となる基礎知識を修

得する科目である。 

確認テストを内容の区切りごとに２～３回実施する。 

テキスト 

テキスト名：情報処理活用試験２級テキスト 2017年度版 （コンピュータシステムＡと同

じ） 

出版社：実教出版 

著者名：岩井 宏、太田信宏、齋藤裕美、中島寛和、洪 邦夫 

価格（税抜）：1,500円    

配布プリント 

参考文献 日経パソコン用語辞典 

成績評価の基準・方法 
学期末試験、確認テストで評価する。 

学期末試験  ７０％、確認テスト ３０％ 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入し

て下さい。 

履修条件 【必須要件】コンピュータシステムＡを受講していること。 

特別学生の履修可否 科目等履修生【可】    聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
・コンピュータシステム Aと同年に続けて履修した方がよいと思います。 

・確認テストの追・再試は行いません。 

準備学習について 
・コンピュータの用語を授業ごとに覚えるようにしてください。 

・前回の授業の用語を必ず復習してくること。 



 

講義科目名称： 情報社会と倫理 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ 情報社会における倫理の問題を情報技術や社会基盤から考える 

授業計画 

第１回       授業の位置付けと授業内容の説明 

第２回       情報社会の歴史的背景と構造 

第３回       情報社会の光と影 

第４回       情報社会における法と倫理 

第５回       知的財産権と情報① 

第６回       知的財産権と情報② 

第７回       プライバシーの権利 

第８回       個人情報の保護 

第９回       個人情報保護の国際的動向とわが国の取り組み 

第 10回      コンピュータ社会における情報倫理 

第 11回      情報倫理とコンピュータ犯罪 

第 12回      情報倫理とコンピュータセキュリティ 

第 13回      学校教育・運営における情報倫理 

第 14回      学生生活と情報倫理 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

ドッグイヤーという言葉に象徴される速さで情報技術が進歩し普及する今日の情報社会で

は、情報に関わるさまざまな問題が同時多発的に生じている。このような現状を踏まえて、

情報の基本的な知識を学び、情報の取り扱いを理解した上で、情報社会の歴史的背景、特徴

および問題点を把握し、情報と情報技術を消費する立場からの倫理および生産する立場から

の倫理を考察し、情報社会に参画する態度を正しく認識する。 

テキスト 

テキスト名：情報社会と情報倫理 

ISBN：978-4621081242 

出版社：丸善 

著者名：梅本吉彦 

価格（税抜）：2,835円 

参考文献 適宜、紹介 

成績評価の基準・方法 学期末の筆記試験（80％）、提出課題（10％）、授業での積極性（10％）によって評価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後受け付ける。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 

１．遅刻、欠席のないようにして下さい。やむなく欠席する場合は、教員あるいは友人に欠 

席した授業の内容を確認し、自習してから次の授業に出席して下さい。 

２．課題の提出期日を厳守して下さい。 

準備学習について 
適宜、プリントを配布しますので、配布プリントを含めて復習し、内容を理解した上で、次

の授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： マルチメディア表現演習Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ プレゼンテーションソフトの習得を通して、マルチメディア表現技法を学ぶ。 

授業計画 

第１回       授業の位置付けと授業内容の説明 

第２回       アウトライン表示モードによるスライドの作成 

第３回       スライドの編集① テキストの編集 

第４回       スライドの編集② オブジェクトの追加 

第５回       スライドの編集③ 図表の利用（１） 

第６回       スライドの編集④ 図表の利用（２） 

第７回       スライドのデザインや背景 

第８回       アニメーション効果、リンクの設定 

第９回       配布資料の作成、リハーサル、スライドショーの実行 

第 10回      課題作成① 

第 11回      課題作成② 

第 12回      課題作成③ 

第 13回      課題作成④ 

第 14回      課題発表の準備 

第 15回      課題発表 

授業の概要と目的 
プレゼンテーションソフトを活用して、効果的なスライドの作成について学び、資料作成、

リハーサルおよびプレゼンテーションの方法を学習する。 

テキスト 適宜、プリントを配布 

参考文献 竹島愼一郎著「見える企画書＆プレゼンの極意」ASCII 他 

成績評価の基準・方法 
提出課題の完成度（80％）と授業での積極性（20％）によって評価する。 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】「情報リテラシー」および「表計算演習」を履修、またはそれと同等の知識を

有すること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 

１．履修者は 30名以内とし、履修希望者が多い場合は選抜としますので、1回目の授業に必 

ず出席してください。 

２．遅刻、欠席のないようにして下さい。やむなく欠席する場合は、教員あるいは友人に欠 

席した授業の内容を確認し、自習してから次の授業に出席して下さい。 

準備学習について 
授業は積み重ねて進んでいきますので、毎回、授業の内容を復習し、理解した上で、次の授

業に臨んでください。 



 

講義科目名称： マルチメディア表現演習Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 
 

テーマ 
プレゼンテーションソフトによるマルチメディア表現を活用した効果的なプレゼンテーシ

ョン技法を習得する。 

授業計画 

第１回       効果的なプレゼンテーション技法について 

第２回       効果的なスライドの作成：文章を箇条書きにする 

第３回       効果的なスライドの作成：表図解の活用① 

第４回       効果的なスライドの作成：表図解の活用② 

第５回       効果的なスライドの作成：箇条書きを表図解にする① 

第６回       効果的なスライドの作成：箇条書きを表図解にする② 

第７回       効果的なスライドの作成：箇条書きを表図解にする③ 

第８回       課題作成① 

             具体的な場面を想定して各人がテーマを決定し、情報の収集から内容を 

             整理、情報を提示、伝達するプロセスを実際に経験する。 

第９回       課題作成② 

第 10回      課題作成③ 

第 11回      課題作成④ 

第 12回      課題作成⑤ 

第 13回      課題作成⑥：プレゼンテーションの準備 

             プレゼンテーション実施への準備（発表資料の作成、リハーサル等） 

第 14回      プレゼンテーションの実施および検討① 

             プレゼンテーションごとに、効果的なプレゼンテーションについて検討する。      

第 15回      プレゼンテーションの実施および検討② 

授業の概要と目的 

具体的な場面を想定して各人がテーマを決定し、情報の収集から内容を整理、情報を提示、

伝達するプロセスを実際に体験する。この体験をとおして、効果的なプレゼンテーション技

法について学び、実際に活用できる力を育成する。 

テキスト 適宜、プリントを配布 

参考文献 HRインスティテュート「プレゼンテーションのノウハウ・ドゥハウ」PHP文庫他 

成績評価の基準・方法 
提出課題の完成度とプレゼンテーション（80％）および授業での積極性（20％）によって評

価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後受け付ける。 

履修条件 【必須要件】「マルチメディア表現演習Ａ」を履修、またはそれと同等の知識を有すること。 

特別学生の履修可否 科目等履修生【可】    聴 講 生 【可】 

メッセージ 

１．履修者は 30名以内とし、履修希望者が多い場合は選抜としますので、1回目の授業に必 

ず出席してください。 

２．遅刻、欠席のないようにして下さい。やむなく欠席する場合は、教員あるいは友人に欠 

席した授業の内容を確認し、自習してから次の授業に出席してください。 

準備学習について 

授業は積み重ねて進んでいきますので、毎回、授業の内容を復習して疑問点等を確認し、疑

問点等がある場合は、次の授業で問題解決に向けて質問できるように準備して授業に臨んで

ください。 



 

講義科目名称： 国語 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 久島 茂 

テーマ 

幼児・子どもが言葉を覚え使いこなすことができるようにするには、指導者はどうすべきか。

そのために必要な日本語の基礎的な知識を身につける。幼児・子どもの言葉が大人の言葉と

どのように違うのかについて理解する。 

授業計画 

第１回       言葉とは何か。言葉の獲得以前と以降。 

第２回       音声のしくみ、幼児に難しい音。 

第３回       方言の音とアクセント。 

第４回       一語文と文法。 

第５回       文の組み立て、子どもが間違えやすい文法。 

第６回       単語の並べ方、つながり方。 

第７回       単語があることと欠けていること。 

第８回       語彙が互いに分担する意味、その広がり。 

第９回       文字の働き。文字の形の単純さと複雑さ。 

第 10回      仮名と漢字。漢字の忘れやすさ。 

第 11回      話し言葉と書き言葉の違い。 

第 12回      言葉の創造性と擬音語。 

第 13回      敬語、子どもの敬語とは。 

第 14回      言葉遊びと言語の機能。 

第 15回      まとめ 

定期試験 

授業の概要と目的 

幼児・子どもを指導するのに必要な、日本語の性質を広い観点から概説する。発音の仕組み、

音声の分類、一語文からの文の発達、文の組み立て方、語彙の獲得、語彙の役割、文字の働

き、等。言葉の発達に役立つ、音声によるしりとり遊びや早口言葉、意味によるなぞなぞ遊

び、擬音語の遊び、等も取り上げる。話し言葉と書き言葉の違い、それぞれの特徴も概説す

る。 

テキスト プリントを配布。 

参考文献 授業時に指示する。 

成績評価の基準・方法 授業時の発言、課題提出、試験の結果を総合的に評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了後またはオフィスアワー 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 特になし 

準備学習について 前回の授業内容を確認しておくこと。 



 

講義科目名称： 生活 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 増田 啓子 

テーマ 

現代の子どもの実態を捉える。 

生活科の教育内容を学び、生活科の授業案が作成できるようになる。 

 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       少子化と子どもの環境 

第３回       現代の家族問題  

第４回       子育ての現場 

第５回       子どもと食生活 

第６回       食育について 

第７回       幼児期からの消費者教育（１）消費者教育とは 

第８回       幼児期からの消費者教育（２）インセンティブを活かした教育 

第９回       自分史づくり（理論） 

第 10回      自分史づくり（実践） 

第 11回      遊びについて（理論） 

第 12回      遊びについて（実践） 

第 13回      食体験の計画 

第 14回      食体験の実践 

第 15回      講義のまとめ 

定期試験 

授業の概要と目的 

自然とのふれあいが減少し、人と人との関わりが疎遠化するなか、体験活動を重視した新し

い教科である生活科が生まれた。生活科の指導には、地域に密着した自由な発想が求められ

ている。本講義では、現代の子どもの実態を捉えながら、生活科の教育内容について学び、

実際の生活科の授業案が作成できるようになることを目標とする。 

テキスト 

テキスト名：家族生活の支援 －理論と実践- 

ISBNコード：978-4-7679-6518-5 

出版社：建帛社 

著者：日本家政学会家政教育部会編、中間美砂子・鈴木真由子 編著 

価格（税抜）：2,200円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 レポート（40％）・試験（40％）・授業態度（20％） 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控室で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 
生活の教科目標は、「自立」です。生活自立、学習の自立、精神的自立を目指し、積極的に

授業に参加しましょう。 

準備学習について 

・事前に教科書の指示した部分を読んでくること。 

・子どもの生活についてのニュースや新聞記事等に関心を持つこと。 

・課されたレポートを必ず提出すること。 



 

講義科目名称： 教育原理 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 古橋 和夫 

テーマ 

教育は人間だけが行なう営みである。教育の重要性と特殊性を知るために歴史的、哲学的及

び教育思想的な視角から検討することで、教育の本質や目的について考える。これらをベー

スにしながら、現代の教育問題にも言及する。最終的には教職に必要な基礎知識を習得し、

現実の教育問題について考察できる態度を養う。 

授業計画 

第１回     オリエンテーション―「教育原理」で学ぶ内容、教育学の領域 

第２回     教育とは何か①教育の本質（教育と教育学、人間の形成過程）及び可能性と限界 

第３回     教育とは何か②教育思想（教育思想の萌芽～近代教育思想） 

第４回     教育とは何か③ 

教育科学にもとづく教育実践（学びのあり方と学力の多様・多面性） 

第５回     教育実践の歴史①学習理論と教育改革 

第６回     教育実践の歴史②新たな学習理論への取り組み（事例検討） 

第７回     子ども観の変遷①子ども観と教育の関係 

第８回     子ども観の変遷②童話にみる子ども観の変遷とその社会背景 

第９回     教育の歴史①教育の前史としての形態 

第 10回    教育の歴史②教育の近代化とその仕組み 

第 11回    教育の歴史③近代学校制度の特徴と課題 

第 12回    外国の教育①オルタナティブ教育の理念 

第 13回    外国の教育②サドベリーバレースクールの実践にみる教育の多様性 

第 14回    日本におけるオルタナティブ教育の実情と課題 

第 15回    教育「問題」にみる教育理念―「問題」の検討 

定期試験 

授業の概要と目的 

教育は、人間が人格の形成のために意識して行なうものである。人間は、家庭、地域社会な

ど、多様な環境の中で成長していく。しかし、現代は教育混沌の時代といわれ、大人は大き

な不安の中で人間形成に関わり、その中で子どもが育っているのが現状である。このような

状況で、教育とは本来どのようなものであり、いかにあるべきかを問い直す必要があるだろ

う。そこで、本授業では、教育のあり方について考えるために、主に哲学・教育思想的、か

つ歴史的な視角から理解を深め、適宜心理学、比較教育学などの学問の成果も取り入れる。

授業方法は、講義形式を中心とし、時にグループワークを行なうこともある。 

テキスト 
テキスト名：『子どもの教育の原理』  ISBN:978-4-89347-157-4     

出版社：萌文書林  著者名：古橋和夫編著  価格（税抜）：1,900円 

参考文献 特になし。 

成績評価の基準・方法 
学期末に行なうレポートにより評価（100%）する。 

評価の観点は、主題の明確さ、知識の正確さと思考力、レポートの構成力、文章表現力とする。 

質問・相談の受付方法 受付方法については授業内でお知らせします。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 科目等履修生【不可】    聴 講 生 【不可】 

メッセージ 授業への参加態度に注意してください。積極的な質問を希望します。 

準備学習について 授業終了後に次回の学習内容を指示します。 



 

講義科目名称： 発達心理学 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： ※WEBシラバス（ACTIVEACADEMY）参照 

テーマ 

・全般的なヒトの発達に関する理論や領域別のヒトの発達に関する知識を習得する。 

・子どもの発達を捉えるための心理学的な考え方・見方を習得する。 

・発達に関わる日常的なトピック（例：早期教育）についての自分なりの意見を持つ。  

授業計画 

第１回       授業内容の説明・発達心理学を学ぶことの意義 

第２回       発達の概念 

第３回       身体の発達 

第４回       知覚（感覚）の発達 

第５回       認知の発達Ⅰ（記憶） 

第６回       認知の発達Ⅱ（思考） 

第７回       情動と欲求の発達 

第８回       言葉の発達 

第９回       親子関係 

第 10回      遊びの発達 

第 11回      社会性の発達 

第 12回      道徳性の発達 

第 13回      発達のつまづきと援助Ⅰ（発達障害） 

第 14回      発達のつまづきと援助Ⅱ（不登校・登園しぶり、いじめ） 

第 15回      授業のまとめ 

定期試験 

授業の概要と目的 

発達心理学は、胎児期から老年期に至るまで、人間の生涯にわたる発達を探る学問である。

本講義では、発達を説明する理論や原理といった基礎的な知識を教授していく。また、知覚・

思考・言語・社会性などの個々の領域における発達についても解説していく。 

テキスト 

テキスト名：「幼児・児童の発達心理学」 

ISBNコード：9784779505393 

出版社：ナカニシヤ出版 

著者：中道圭人・榎本淳子（編） 

価格（税抜）：2,400円 

参考文献 無藤 隆・岡本祐子・大坪治彦（編）「よくわかる発達心理学」ミネルヴァ書房 

成績評価の基準・方法 

すべての授業に出席していることが前提です。 

その上で、授業でのミニッツペーパー（30％）、小レポート（20％）、学期末試験（50％：

持込み不可）を用いた包括的評価。 

質問・相談の受付方法 授業の前後であれば、直接受け付けます。 

履修条件 子どもの発達について、真摯に学ぶ態度を持っていること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

ヒトの発達を知ることは、教育に携わる者にとっての基本事項ですので、真摯な態度で学ん

でください。 

また、内容が多岐にわたりますので、授業後の復習は必ず行ってください。 

準備学習について 授業終了時に、適宜、予習内容を指示する。内容を理解して、次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 保育実践入門 

開講期間： 通年 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 山田美津子、橋爪千恵子、橘田重男、岡村由紀子、山下紗織 

テーマ 
「保育」を理解するため、保育現場での実際の体験実習を通して、子どもの姿や保育者のか

かわり方などについて具体的に学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       「触れ合いを通しての子ども理解」計画つくり 

第３回       「触れ合いを通しての子ども理解」 

第４回       記録 

第５回       前回のふりかえり 

第６回       学外実習に向けたガイダンス（１）保育所 

第７回       学外実習（保育所）１-① 

第８回       学外実習（保育所）１-② 

第９回       事後指導① 

第 10回      カンファレンス① 

第 11回      学外実習（保育所）２-① 

第 12回      学外実習（保育所）２-② 

第 13回      事後指導② 

第 14回      カンファレンス② 

第 15回      まとめ 

第 16回      学外実習に向けたガイダンス（２）施設（概要の説明） 

第 17回      学外実習に向けたガイダンス（２）施設（ビデオ鑑賞） 

第 18回      学外実習（施設）３-① 

第 19回      学外実習（施設）３-② 

第 20回      事後指導③カンファレンス③ 

第 21回      学外実習に向けたガイダンス（３）幼稚園 

第 22回      学外実習（幼稚園）４-① 

第 23回      学外実習（幼稚園）４-② 

第 24回      事後指導④ 

第 25回      カンファレンス④ 

第 26回      学外実習（幼稚園）５-① 

第 27回      学外実習（幼稚園）５-② 

第 28回      事後指導⑤ 

第 29回      カンファレンス⑤ 

第 30回      まとめ 

授業の概要と目的 

１年次通年の科目である。「保育」を理解するための入門として保育の現場（幼稚園・保育

所・児童福祉施設）で見学・観察を行い、幼稚園・保育所・児童福祉施設の役割やさまざま

な子どもの姿、保育者の関わり方を学ぶ。学んだことを各自レポートし、グループ討議等を

行う。回を重ねていく中で各自の視点や課題を見つけ、「保育」への理解を深める。 

テキスト 特にありません。必要に応じて資料を配布します。 



参考文献 特にありません。 

成績評価の基準・方法 授業及び体験実習への参加状況、課題の提出状況で評価します。 

質問・相談の受付方法 担当教員のオフィスアワー等を利用してください。 

履修条件 子ども学科の学生に限る。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 保育現場を見せていただける貴重な機会です。体調管理をして、元気に楽しく学びましょう。 

準備学習について 

現場での実習が主の授業ですので、体調管理に気をつけてください。 

また、実習後に課されるレポートは、実習後なるべく早くにまとめて、期日までに必ず提出

するようにしましょう。 



 

講義科目名称： 音楽Ⅰ 

開講期間： 通年 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 二木秀幸、丸尾真紀子、漆畑江里、田代千早、藤本真理子、鷲巣貴乃 

テーマ 歌唱とピアノの基礎を学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション（担当教員の決定） 

第２回       歌唱（担当：二木）季節のうた「春」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：ハ長調と指のポジション、弾き歌い(1)（担当：丸 

             尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第３回       歌唱（担当：二木）発声練習・ヴォイストレーニングについて 

             ピアノ実技レッスン：ハ長調の和音、弾き歌い(2)（担当：丸尾、漆畑、 

             田代、藤本、鷲巣） 

第４回       歌唱（担当：二木）「姿勢」の理論 

             ピアノ実技レッスン：テンポとアーティキュレーション、弾き歌い(3) 

             （担当：丸尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第５回       歌唱（担当：二木）「姿勢」に関するトレーニング方法 

             ピアノ実技レッスン：ヘ長調と指のポジション、弾き歌い(4)（担当：丸 

             尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第６回       歌唱（担当：二木）「呼吸法」の理論 

             ピアノ実技レッスン：ヘ長調の和音、弾き歌い(5)（担当：丸尾、漆畑、 

             田代、藤本、鷲巣） 

第７回       歌唱（担当：二木）「呼吸法」に関するトレーニング方法 

             ピアノ実技レッスン：ヘ長調の曲、弾き歌い(6)（担当：丸尾、漆畑、田 

             代、藤本、鷲巣） 

第８回       歌唱（担当：二木）「発声法」の理論 

             ピアノ実技レッスン：ト長調と指のポジション、弾き歌い(7)（担当：丸 

             尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第９回       歌唱（担当：二木）「発声法」に関するトレーニング方法 

             ピアノ実技レッスン：ト長調の和音、弾き歌い(8)（担当：丸尾、漆畑、 

             田代、藤本、鷲巣） 

第 10回      歌唱（担当：二木）「発音法」の理論 

             ピアノ実技レッスン：ト長調の曲、弾き歌い(9)（担当：丸尾、漆畑、田 

             代、藤本、鷲巣） 

第 11回      歌唱（担当：二木）「発音法」に関するトレーニング方法 

             ピアノ実技レッスン：強弱について、弾き歌い(10)（担当：丸尾、漆畑、 

             田代、藤本、鷲巣） 

第 12回      歌唱（担当：二木）「グルーヴ感」の理論 

             ピアノ実技レッスン：低音部記号の音名、弾き歌い(11)（担当：丸尾、漆 

             畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 13回      歌唱（担当：二木）「グルーヴ感」に関するトレーニング方 

             ピアノ実技レッスン：弱起の曲、弾き歌い(12)（担当：丸尾、漆畑、田代、 

             藤本、鷲巣） 

第 14回      歌唱（担当：二木）ヴォイストレーニングを歌唱につなげる 

             ピアノ実技レッスン：高音部記号の音名、弾き歌い(13)（担当：丸尾、漆 

             畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 15回      歌唱（担当：二木）季節のうた「夏」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：和音と音階、弾き歌い(14)（担当：丸尾、漆畑、田 



             代、藤本、鷲巣） 

             ＊中間発表会も予定しています。 

第 16回      歌唱（担当：二木）“自然な声”で歌うには 

             ピアノ実技レッスン：ポジション移動、弾き歌い(15)（担当：丸尾、漆畑、 

             田代、藤本、鷲巣） 

第 17回      歌唱（担当：二木）季節のうた「秋」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：変化記号、弾き歌い(16)（担当：丸尾、漆畑、田代、 

             藤本、鷲巣） 

第 18回      歌唱（担当：二木）音程に気を付けた歌唱 

             ピアノ実技レッスン：アクセントとポジション移動、弾き歌い(17)（担当： 

             丸尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 19回      歌唱（担当：二木）正しい音程をとるトレーニング 

             ピアノ実技レッスン：付点のリズム、弾き歌い(18)（担当：丸尾、漆畑、 

             田代、藤本、鷲巣） 

第 20回      歌唱（担当：二木）正しい音程の習得 

             ピアノ実技レッスン：フェルマータのある曲、弾き歌い(19)（担当：丸尾、 

             漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 21回      歌唱（担当：二木）リズムに気を付けた歌唱 

             ピアノ実技レッスン：ダンパーペダルの説明、弾き歌い(20)（担当：丸尾、 

             漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 22回      歌唱（担当：二木）正しいリズムをとるトレーニング 

             ピアノ実技レッスン：ダンパーペダルを使う曲、弾き歌い(21)（担当：丸 

             尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 23回      歌唱（担当：二木）正しいリズムの習得 

             ピアノ実技レッスン：練習曲、弾き歌い(22)（担当：丸尾、漆畑、田代、 

             藤本、鷲巣） 

第 24回      歌唱（担当：二木）季節のうた「冬」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：ピアノのアルファベット①（音階練習・片手→両手） 

             、弾き歌い(23)（担当：丸尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 25回      歌唱（担当：二木）遊びのうたを歌う 

             ピアノ実技レッスン:ピアノのアルファベット②（音階練習・両手）、弾 

             き歌い(24)（担当：丸尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 26回      歌唱（担当：二木）生活のうたを歌う 

             ピアノ実技レッスン:ピアノのアルファベット③（音階練習・仕上げ）、 

             弾き歌い(25)（担当：丸尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 27回      歌唱（担当：二木）集いのうたを歌う 

             ピアノ実技レッスン:ピアノのアルファベット④（イ長調・片手→両手）、・ 

             き歌い(26)（担当：丸尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 28回      歌唱（担当：二木）合唱・小アンサンブル 

             ピアノ実技レッスン:ピアノのアルファベット⑤（イ長調・両手）、弾き 

             歌い(27)（担当：丸尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 29回      歌唱（担当：二木）歌唱表現を考える 

             ピアノ実技レッスン:ピアノのアルファベット⑥（イ長調・仕上げ）、弾 

             き歌い(28)（担当：丸尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

第 30回      歌唱（担当：二木）小さな発表会 

             ピアノ実技レッスン:ピアノのアルファベット⑦（タイについて・片手→ 

             両手）、弾き歌い(29)（担当：丸尾、漆畑、田代、藤本、鷲巣） 

                

             ※第 30回終了後、定期試験： 実技試験 



授業の概要と目的 

（概要）クラスを２グループに分け、歌唱（グループ）とピアノ（個人）のレッスンを並行 

    して行う。歌唱は音程やリズム等の音楽の基礎訓練及び発声法を学び、子どもの歌 

    （手遊び歌・絵描き歌等を含む）を学習する。ピアノは練習曲、弾き歌いを学ぶ。 

（目的）歌唱とピアノの基礎技術の習得。 

テキスト 

テキスト名：ポケットいっぱいのうた 

ISBN：978-4-87788-485-7  出版社：教育芸術社 

著者：鈴木恵津子、冨田英也  価格（税抜）：2,000円 

 

テキスト名：こどものうた１００ 

ISBN：978-4-8054-8186-8  出版社：チャイルド本社 

著者：小林美実・監修 井戸和秀・編  価格（税抜）：1,600円 

 

テキスト名：バスティン・ピアノレッスン レベルⅠ （バイエルを修了している学生は不

要） 

ISBN：978-0-8497-5044-1 

出版社：東音企画  著者：ジェームズ バスティン・著 日本バスティン研究会・訳 

価格（税抜）：1,000円 

 

テキスト名：バスティン・ピアノレッスン レベルⅡ 

ISBN：0-8497-5045-8 

出版社：東音企画  著者：ジェームズ バスティン・著 日本バスティン研究会・訳 

価格（税抜）：1,000円 

 

テキスト名：ピアノのアルファベット 

ISBN：978-4-11-136010-9  出版社：全音楽譜出版社 

著者：ル クーペ  価格（税抜）：800円 

参考文献 こどものうた２００、続こどものうた２００、ほか適宜紹介。 

成績評価の基準・方法 授業への参加態度と実技試験により評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。 

履修条件 子ども学科の学生であること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

＊毎日少しでも練習するよう心がけて下さい。 

＊歌唱とピアノの両方で１科目です。 

＊歌唱：音楽的基礎力を身につける為、リズムや音程のトレーニングを子どもの歌を教材に

行う。また歌唱の際に必要充分な“自然な声”を出す為のヴォイストレーニングも行う。 

＊ピアノ：進度に応じた個人レッスン。練習曲と弾き歌いが基本の教材となる。弾き歌いは、

初級者：３曲以上、中級者：５曲以上、上級者：６曲以上マスターを目標とする。 

準備学習について 

＊レッスンを受ける曲は必ず練習してきてください。何も練習しなかった学生は授業を受け

る資格がありません。 

＊楽譜を忘れないこと。 



 

講義科目名称： 造形表現Ⅰ 

開講期間： 通年 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 八木 朋美 

テーマ 子どもと造形表現 (基礎) 

授業計画 

第１回       イントロダクション 造形の基礎理論 

第２回       「好み」からの出発 

第３回       「好み」の造形型分析 

第４回       初めての出会い分析 

第５回       自己紹介ツールの分析 

第６回       初めての出会いの造形表現１ アイデア発想 

第７回       初めての出会いの造形表現２ 作品制作 

第８回       抽象的表現演習１分析 動物をベースに 

第９回       抽象的表現演習２表現 アイデア発想 

第 10回      抽象的表現演習３表現 作品制作 

第 11回      具象的表現演習１分析 絵本をベースに 

第 12回      具象的表現演習２表現 アイデア発想 

第 13回      具象的表現演習３表現 構成 

第 14回      具象的表現演習３表現 作品制作 

第 15回      作品発表１ 周囲からの学び 

第 16回      見立ての手法演習１ 具象物（動物）からの展開 

第 17回      見立ての手法演習２ アイデア発想 

第 18回      見立ての手法演習３ 作品制作 

第 19回      見立ての手法演習４ 表現の展開 

第 20回      壁面装飾の表現演習 季節・行事をベースに 

第 21回      壁面装飾の表現演習 アイデア発想 

第 22回      壁面装飾の表現演習 構成 

第 23回      壁面装飾の表現演習 作品制作 

第 24回      見立ての手法演習１ ブルーノ・ムナーリの手法説明 

第 25回      見立ての手法演習２ 抽象的造形物からの展開 

第 26回      見立ての手法演習３ アイデア発想 

第 27回      見立ての手法演習４ 作品制作 

第 28回      アイデアの具象化演習１ 具象化手段の考察 

第 29回      アイデアの具象化演習２ 具象化 

第 30回      作品発表２ 周囲からの学び 授業振り返り 

              

             制作状況に応じ、授業計画は若干変更することがあります。 

              

             定期試験……あらかじめ出題した課題について造形表現を行う。 

 



授業の概要と目的 

基本的な造形表現技法を身につけると同時に、子どもたちに豊かな感性を開く多様な創造方

法を演習する。標準的な手法と同時に個性的表現も身につける。 

また、遊びの中の創造的手法によって、学びを取り入れ、幼児環境をより豊かに意味のある

ものとして総合的に工夫する力を身につける。さらに多様な身の回りの環境から有効的な発

想ができる力をつける。 

テキスト 指定なし（必要に応じてプリント資料等を配布） 

参考文献 藤田復生 著書『造形』『紙あそび』 

成績評価の基準・方法 
到達目標がどの程度達成されているかを、授業態度・制作姿勢(30%)、提出作品(70%)、によ

って総合的に評価する。 

質問・相談の受付方法 授業中または授業終了後 

履修条件 特記事項なし。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 
保育について自ら考え創造していく発想力を身につけてほしい。 

身の回りの環境から発想を得る技術を培っていきましょう。 

準備学習について 

課題に必要な資料を収集して持参したり、各自で準備すべき素材等が必要になる場合があり

ます。 

また、課題は指定された期限内に提出できるように進めましょう。 



 

講義科目名称： 子どもと運動Ⅰ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 齋藤 剛 

テーマ 子どもの発達状況に応じた運動遊びの提供ができるようになる。 

授業計画 

第１回       ガイダンス；今後の授業の流れについて 

第２回       幼児期の運動の意義；幼児期運動指針を参考にした運動の意義についての議

論 

第３回       子どもの体力測定・評価；簡便かつ正確に測定できる測定方法について 

第４回       遊びの中でのウォーミングアップ；遊びながらできる準備運動について 

第５回       運動遊びの実践１；ボールを使った様々なアクティビティの実践 

第６回       運動遊びの実践２；フープを使った様々なアクティビティの実践 

第７回       運動遊びの実践３；なわを使った様々なアクティビティの実践 

第８回       運動遊びの実践４；マット遊びの実践 

第９回       運動遊びの実践５；平均台・跳び箱あそびの実践 

第 10回      運動遊びの実践６；身近なものを使った遊び（紙） 

第 11回      運動遊びの実践７；身近なものを使った遊び（ダンボール） 

第 12回      運動遊びの実践８；水遊び 

第 13回      身体的不器用さを持った幼児への対応 

第 14回      安全を考慮した環境整備と応急手当 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

子どもの豊かな運動経験は、生涯にわたる心身の健康、社会適応力などの基礎を作るために

極めて重要である。そのために、保育者は子どもの年齢ごとの発達状況を理解し、それに応

じた多様な動きを含む運動遊びを提供することが求められる。本授業では、幼児期における

運動の意義を確認し、さまざまな運動遊びを習得することを目的とする。 

テキスト 授業中に必要な資料を適宜配布する。 

参考文献 日本幼児体育学会 編「幼児体育」大学教育出版 

成績評価の基準・方法 授業態度 60％、レポート等 40％で評価する。 

質問・相談の受付方法 
月曜日以外に 305研究室に直接来て頂くか、tsaito@suw.ac.jpまでメールを送ってくださ

い。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 意欲的、積極的学習をしてください。 

準備学習について 事前に授業で行うアクティビティについて確認してください。 

mailto:tsaito@suw.ac.jp


 

講義科目名称： 保育内容(言葉Ⅰ) 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 山下 紗織 

テーマ 子どものことばの育ちとそれを支える環境（保育者、児童文化財等）について学ぶ。 

授業計画 

第１回      オリエンテーション 

第２回      領域「言葉」のねらい・内容（「養護」と「教育」の関連性） 

第３回      ことばの育ち（１）０～２歳 

第４回      ことばの育ち（２）３～４歳 

第５回      ことばの育ち（３）５～６歳 

第６回      保育の中のことば（１）ことばになる前の体験や思い 

第７回      保育の中のことば（２）自分の気持ちを表すことば 

第８回      保育の中のことば（３）文字とことば 

第９回      保育の中のことば（４）ごっこ遊びとことば 

第 10回     保育と児童文化財（１）絵本・紙芝居の教材研究 

第 11回     保育と児童文化財（２）パネルシアター・エプロンシアター・ペープサートの教材研究 

第 12回     ことばの育ちを支える／指導する保育者の在り方（１）子どもとの「信頼関係」 

第 13回     ことばの育ちを支える／指導する保育者の在り方（２）ことばを生みだす体験 

第 14回     ことばの育ちを支える／指導する保育者の在り方（３）環境構成 

第 15回     まとめ 

授業の概要と目的 

乳幼児期のことばの育ちと、幼稚園教育要領・保育所保育指針における領域「言葉」のねら

い・内容について理解する。また、様々な事例を用い、子どものことばの育ちを支える／指

導する保育者の在り方・子ども同士のかかわり・環境構成などについて具体的に学び、児童

文化財に親しむことを目的とする。 

※複数回、授業の後にコメントシートを提出してもらう。 

テキスト 

テキスト名：幼稚園教育要領 

ISBNコード：978‐4‐577‐81240‐2  出版社：フレーベル館 

著者：文部科学省告示  価格（税抜）：100円 

 

テキスト名：保育所保育指針 

ISBNコード：978‐4‐577‐81241‐9  出版社：フレーベル館 

著者：厚生労働省告示  価格（税抜）：120円 

参考文献 
無藤 隆(監)・高濱裕子(編)、2007、『事例で学ぶ保育内容<領域>言葉』萌文書林 

その他、講義の中で適宜紹介・配布します。 

成績評価の基準・方法 
授業中の発言（20％）、コメントシート（20％）、学期末のレポート（60％）により、総合

的に評価する。 

質問・相談の受付方法 
福祉創造館 504（山下）研究室までいらしてください。また、コメントシートに何でも記入

していただけたらと思います。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 科目等履修生【可】  聴 講 生 【可】 

メッセージ 
たくさんの子どもの事例から、子どものことばについて考えます。普段の生活の中でも、子

どものことばに耳を傾けてみてください。きっとおもしろい発見があるはずです。 

準備学習について 
前半は、前回の授業内容を思い出して授業に臨んでいただければと思います。 

後半は、みなさんに事例を集めてきていただくので、その準備をしてきてください。 



 

講義科目名称： 保育内容(表現Ⅰ) 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 二木 秀幸 

テーマ 
「あそびを通した表現」をテーマとし、表現の研究を軸に、子どもの表現の育ちと保育者の

役割について主体的に考え、子どもの表現活動に対する指導方法を学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション  

授業内容とポイントの解説・“あそび”“表現”を考える 

第２回       子どものうた(1) いろいろな歌をうたう・手あそび・歌あそび 

第３回       子どものうた(2) 保育における歌を考える・子どもへの歌の指導法について 

第４回       子どものうた(3) まとめ 

第５回       器楽(1) 楽器であそぶ 

第６回       器楽(2) 保育における器楽の指導法について 

第７回       器楽(3) まとめ 

第８回       身体的表現(1)  

ボディー及びヴォイスパーカッション・体を使った表現の指導法 

第９回       身体的表現(2) 創作ダンス 

第 10回      身体的表現(3) まとめ 

第 11回      様々な素材を使った表現(1)“詩”を素材としてあそぶ 

第 12回      様々な素材を使った表現(2)“詩”を題材とした教材研究・作品づくりの実践 

第 13回      様々な素材を使った表現(3)“絵本” を素材としてあそぶ 

第 14回      様々な素材を使った表現(4) 

“絵本”を題材とした教材研究・作品づくりの実践 

第 15回      “あそび”を通した“表現”の指導方法のまとめ 

授業の概要と目的 

子どもの発達を考えながら、保育に関わる音楽表現活動全般を取り上げる。あそびを通して

「表現することの楽しさ・喜び」を自ら感じ、体験する。そしてそれらを子どもに伝えられ

る保育者になるための理論と実践を演習する。 

テキスト 

①テキスト名：5訂版 歌はともだち 

 JANコード： 

 出版社：教育芸術社 

 著者： 

 価格（税抜）：362円 

②他、授業で指示する 

参考文献 授業で紹介する。 

成績評価の基準・方法 授業態度、レポート、発表・表現等による総合評価。 

質問・相談の受付方法 授業終了後もしくは、オフィスアワー。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 科目等履修生【不可】    聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
・活動しやすい服と靴で受講すること(必須)。 

・グループ発表において、授業時間外に準備や練習等が必要になることがあります。 

準備学習について 
日常生活において様々な表現活動(音楽・演劇・ダンス・ミュージカル等々)にふれる機会を

持つようにしてください。 



講義科目名称： 児童文化 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 土橋 久美子 

テーマ 子どもと文化 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       児童文化とは 

第３回       児童文化の変遷 

第４回       子どもの生活と児童文化 

第５回       保育と児童文化 

第６回       児童文化財とは 

第７回       子どもと絵本、紙芝居（１）絵本とは、紙芝居とは 

第８回      子どもと絵本、紙芝居（２）絵本の読み聞かせ、紙芝居の演じ方について 

第９回       子どもと遊具 

第 10回      伝承文化と子ども（１）行事 

第 11回      伝承文化と子ども（２）伝承遊びとは 

第 12回      伝承遊びとその実践（１） 

第 13回      伝承遊びとその実践（２） 

第 14回      児童文化財の制作について 

第 15回      児童文化財を活用した実践発表・まとめ 

授業の概要と目的 

本講義では、児童文化についての基礎的な知識、児童文化財に関する方法を学び、実践する

ことを通し、児童文化への理解を深める。我々は文化の中で生きている。文化が現代社会を

成立させ、文化は伝承される。「児童文化」もまた子どもの遊びによって生まれ、伝承され

てきたものである。本講義では、児童文化の歴史や現代文化への変遷を学び、保育の質を向

上させるために必要な児童文化財の具体的な活用方法を実践する。また、保育現場における

様々な児童文化財が遊びや生活の中で果たす役割や意味を理解し、保育の中の文化的環境を

様々な視点から考察する。 

【到達目標】1．児童文化の変遷を理解し、児童文化が与える影響について自らの考えを述

べることができるようになる。２．児童文化財を保育の中で活用するために、必要な知識を

身につけ、表現できるようになる。３．具体的な児童文化財に触れながら、保育実践力を身

につけることができるようになる。 

テキスト 
『ことばと表現力を育む 児童文化』川勝泰介他編著 萌文書林 2,000円（税抜） 

ISBN：978-4-89347-188-8 

参考文献 『保育に役立つ言語表現教材』松本和美他編著 みらい     その他、授業内で紹介する。  

成績評価の基準・方法 

課題レポート提出 60％・児童文化財を活用した実践発表 20%・受講態度 20%                

課題レポート提出、児童文化財を活用した実践発表、授業への参加姿勢及び授業課題への取

り組みなどから総合的に評価する。 

※課題レポート、授業内課題の全提出を持って評価の対象とする。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室または講師控室で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 科目等履修生【可】 聴 講 生 【可】 

メッセージ 
全回出席を原則とする。保育現場や教育現場で活用出来る児童文化材を作成する予定であ

る。制作活動に関して意欲的に取り組む姿勢を求める。 

準備学習について 授業の為の準備物を必ず確認してから出席すること。 



 

講義科目名称： 子どもと言葉 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 久島 茂 

テーマ 
幼児期は言葉を獲得する重要な時期である。この観点から子どもと言葉の関わりを理解する

ことを目標とする。 

授業計画 

第１回：幼児の言葉の発達 

第２回：乳幼児の音声知覚 

第３回：対乳児の音声 

第４回：子守歌と遊び歌 

第５回：象徴機能、見立て 

第６回：急速な語彙獲得の謎 

第７回：事物全体制約、類制約、相互排他制約 

第８回：幼児語（オノマトペ等） 

第９回：言葉が作るカテゴリー 

第 10回：幼児の数の理解 

第 11回：言葉遊び（尻取り、新いろは歌） 

第 12回：言葉遊び（アナグラム、回文） 

第 13回：一次的言葉と二次的言葉（話し言葉と書きことば、外言と内言） 

第 14回：言語的記憶と非言語的記憶 

第 15回：言語発達の遅れ 

定期試験 

授業の概要と目的 
幼児が言葉をどのように獲得し、使用するようになるのか、保育者はどのような事に注意す

べきか、最新の知見も含めて概説する。 

テキスト 

テキスト名：ＮＨＫすくすく子育て育児ビギナーズブック５「ことばの育み方」 

ISBNコード：978-4-14-011296-0  

出版社：ＮＨＫ出版 

著者：中川信子 

価格（税抜）780円 

参考文献 授業時に指示する。 

成績評価の基準・方法 授業時の発言、課題提出、試験の結果を総合的に評価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、質問や相談に応じる。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 特になし。 

準備学習について 前回授業の復習。 



 

講義科目名称： 教育・保育課程論 

開講期間： 通年 配当年： 2年 単位数： 4 必選： 必修 

担当教員： 菱田 隆昭 

テーマ 

・教育課程・保育課程の基本的事項を学び、その意義や必要性を理解する 

・教育課程・保育課程を編成する基本的能力を培い、保育現場に欠かせない指導計画作成の

手順や方法を身に付ける 

・グループ等で長期指導計画、短期指導計画等を作成し、模擬保育を試行することで、子ど

もの今とこれからを見通す力を身に付ける 

授業計画 

第１回       前半のオリエンテーション 

第２回       教育課程・保育課程の基本（意義と必要性） 

第３回       教育課程・保育課程の基本（カリキュラムの類型・特徴） 

第４回       法的基準と幼稚園教育要領・保育所保育指針 

第５回       教育課程・保育課程の歴史（戦前・戦後の保育の計画） 

第６回       教育課程・保育課程の歴史（平成期の保育の計画） 

第７回       子どもの発達と教育課程 

第８回       環境構成と教育課程 

第９回       外国の教育課程 

第 10回      教育課程の編成の手順 

第 11回      教育課程・保育課程と指導計画 

第 12回      教育課程・保育課程と評価 

第 13回      年間指導計画の解説 

第 14回      指導計年間画の試作と検討 

第 15回      前半のまとめ 

第 16回      後半のオリエンテーション 

第 17回      月案(月間指導計画)解説 

第 18回      月案(月間指導計画)試作 

第 19回      週案(週間指導計画)解説 

第 20回      週案(週間指導計画)試作  

第 21回      日案(１日指導計画)解説 

第 22回      日案(１日指導計画)試作 

第 23回      日案(１日指導計画)検討 

第 24回      時案(部分指導計画)解説 

第 25回      時案(部分指導計画)試作 

第 26回      時案(部分指導計画)検討 

第 27回      模擬保育試行(Ａグループ) 

第 28回      模擬保育試行(Ｂグループ) 

第 29回      模擬保育試行(Ｃグループ) 

第 30回      模擬保育の検討とまとめ 

              

             定期試験 



授業の概要と目的 

１．教育課程・保育課程の内容と意義の理解。 

２．指導計画の基本理解と編成の手順・方法の習得。 

３．長期指導計画、短期指導計画等の作成と模擬保育の試行。 

テキスト 

テキスト名：『乳幼児の教育保育課程論』 

ISBNコード：978-4-7679-3264-4 

出版社：建帛社 平成 22年 

著者：北野幸子編 

価格（税抜）：1,900円 

参考文献 
『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』、授業中に適宜資料を配布する。また、適宜資料を

配布する。 

成績評価の基準・方法 試験 60％、授業時指定の課題 30％、授業への積極的な参加態度 10％を総合的に評価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控室で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ ― 

準備学習について 
・意欲的な態度で授業に臨むこと。 

・授業終了後に次回の予習内容を指示するので、予習の上授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 教職・保育者論 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 橋爪 千恵子 

テーマ 

・幼稚園教諭の役割と職務内容（研修、服務及び身分保障等）について理解する。 

・幼稚園教諭の専門性について考察し、理解する。 

・幼稚園教諭の協働や専門職的成長について理解する。 

授業計画 

第１回       教職・保育者の役割―幼稚園教諭の意義及び役割 

第２回       教職・保育者の制度的位置づけと職務内容―研修・服務および身分保障等 

第３回       幼稚園教諭の具体的な仕事の流れ 

第４回       子どもの理解―子どもの思いや成長の理解 

第５回       幼稚園における幼稚園教諭の仕事―各年齢に即した役割と仕事 

第６回       幼稚園教諭に必要な資質や能力 

第７回       幼稚園教諭に必要な知識や技術 

第８回       教職者に必要な教材研究 

第９回       幼稚園における保育実践の省察 

第 10回      幼稚園の保護者への子育て支援―個人面談、保護者同士の連携の援助 

第 11回      幼稚園における地域社会との協働 

第 12回      専門職同士、専門機関との連携 

第 13回      教職・保育者の専門職的成長①―園内外の研修 

第 14回      教職・保育者の専門職的成長②―専門性の探究 

第 15回      教職・保育者の専門性の向上―個人の研修と園全体の研修の積み上げ 

授業の概要と目的 

幼稚園教諭の役割、本質や専門性及び職務内容について学ぶ。幼稚園教諭に必要な知識や技

術を理解し、具体的に実践できるように事例等を考察しながら考えを深める。他の専門職と

の協働、地域社会との連携ならびに教職・保育者の専門職的成長（研修等を含む）について

理解する。 

テキスト 

テキスト名：『最新保育講座 保育者論 第２版』 

ISBNコード：978-4-623-07638-3 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者： 汐見稔幸、大豆生田啓友 編  

価格（税抜）：2,200円 

参考文献 「幼稚園教育要領」 

成績評価の基準・方法 定期試験 80％  受講状況（受講態度、小レポート）20％ 

質問・相談の受付方法 
講義中および講義終了後 

研究室在室中は随時 

履修条件 特に設けない 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 
今日、社会から保育者（幼稚園教諭・保育士）に求められる内容は、広くて重要な意味を持

つ。子どもや保護者を見守り支援できる保育者をめざしてほしい。 

準備学習について 
その日の授業を復習して、幼稚園教諭と保育士の役割や専門性について理解を深めていきま

しょう。 



 

講義科目名称： 教育心理学 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 藤本 昌樹 

テーマ 

児童の心理的な発達を理解するとともに、その行動の意味を自ら考え、教育指導が行えるよ

うに教育心理学的視点を活用することができる教師を目指すことを目標とする。そのため

に、適切な理解と評価の視点を身に付けて行く。 

授業計画 

第１回       教育心理学とは何か：今、教師に求められる姿とは？ 

第２回       教育心理学の歴史：教育心理学と関連が深い心理学者など 

第３回       子どもの発達について：発達の原理と初期発達 

第４回       児童の発達を考える：子どもの発達課題、子どもの遊びの意味など 

第５回       やる気はどこからくるか？：外発的動機付けと内発的動機付けについてなど 

第６回       無気力な子どもを考える：学習性無力感、無気力を理解し対応する 

第７回       出来る子どもは何故出来る？：知能、自己効力感、有能感など 

第８回       記憶について考える：記憶のメカニズム、なぜ人は忘れるのか？ 

第９回       学習について：心理学における学習、学習の基本理論 

第 10回      正当な評価をするには？：評価について考える 

第 11回      子どもの問題行動の意味：子どもの心理的側面から問題行動を理解する 

第 12回      パーソナリティの理論：遺伝か環境か？、行動遺伝学、パーソナリティ検査 

第 13回      障がい児の心理：障害の考え方・とらえ方（ICIDH/ ICF）／発達障がい等 

第 14回      学級集団の特徴: 学級集団の形成と特徴、ハロー効果など 

第 15回      総括：まとめ 

授業の概要と目的 

教育現場において、効果的教育活動を行うために心理学で得られた知見を活用していくた

め、教育心理学の知識を学び、様々な教育場面への応用を考えていけるようにする。具体的

には、児童生徒のパーソナリティや心身発達、学習における記憶や動機付け、無気力の問題、

発達障害などを扱っていく。 

テキスト 

書名：教育心理学ルックアラウンド～わかりたいあなたのための教育心理学～ 

著者名：山崎史郎 

出版社：おうふう 

ISBN：9784273035891 

価格（税抜）：1,900円 

参考文献 教育心理学エチュード 糸井尚子（編著）川島書店 

成績評価の基準・方法 
［単位認定］60点以上：授業態度や、授業中に行うリアクションペーパーの結果から総合評

価を行う。 

質問・相談の受付方法 受講レポートに記入する。 

履修条件 ― 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ ― 

準備学習について 授業後にはレポートを提出すること。 



 

講義科目名称： 乳幼児心理学 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 德山 美知代 

テーマ 
乳幼児期の発達にかかわる心理学の基礎を習得し、子どもへの理解を深める。 

 

授業計画 

第１回       乳幼児心理学とは 

第２回       胎児期の知覚・認知能力 

第３回       胎内環境の重要性 

第４回       赤ちゃんが世界をとらえる力 

第５回       赤ちゃんの運動機能と精神機能 

第６回       人との関係の中で育つ子ども（1）アタッチメントの基本的性質 

第７回       人との関係の中で育つ子ども（2）アタッチメントの個人差と生涯発達 

第８回       知的能力の発達と学び 

第９回       遊びの発達と学び 

第 10回      言葉と会話の発達 

第 11回      自己と感情 

第 12回      社会的世界の広がりとこころの理解 

第 13回      メディアとおもちゃ 

第 14回      発達臨床心理的援助の基礎 

第 15回      乳幼児虐待とネグレクト 

授業の概要と目的 

乳幼児は、誕生直後から彼らを取り巻く現実に向かい、人とのやり取りや遊びを通して、他

律から自律へと歩み続けていく。また、彼らは、生活の営みを通して内面世界を作り上げ、

認知や言語、社会性の急速な発達を遂げる。本講義では、乳幼児期の発達過程や初期経験の

重要性・保育との関連を理解し、子育ての実践に活かせることを目指す。 

テキスト 

テキスト名：乳幼児のこころ――子育ち・子育ての発達心理学―― 

ISBNコード：978-4641124295 

出版社：有斐閣アルマ 

著者名：遠藤利彦・佐久間路子・徳田治子・野田淳子 

価格（税抜）：2,100円 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方法 期末テスト（70％）、小テスト／レポート（30％）によって総合的に評価する。 

質問・相談の受付方法 
授業時間内、終了後に教室で受け付けます。その他、オフィスアワー（後日掲示）を利用し

てください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 真摯に、積極的に学習に取り組んでください。 

準備学習について 
基本的に次回の内容について、テキストを読んでくることを準備学習とする。その他、適宜、

授業中に準備学習を提示する。 



 

講義科目名称： 子どもと運動Ⅱ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 齋藤 剛 

テーマ 
子どもを対象とした運動遊びや種々のアクティビティを効果的に組み込んだ計画をたて実

施できるようになる。 

授業計画 

第１回       ガイダンス；今後の授業の流れについて 

第２回       運動遊びの実践１；さまざまな運動遊びの概要を知る。 

第３回       運動遊びの実践２；グループワークを通じた運動遊びの企画 

第４回       運動遊びの実践３；運動遊び企画についてプレゼンテーション 

第５回       運動遊びの実践４；グループごとに運動遊びの企画を実施する 

第６回       運動遊びの実践５；運動遊びの実施内容について振り返り 

第７回       運動会種目の実践１；保育現場における運動会の現状と課題について 

第８回       運動会種目の実践２；グループワークを通じた運動会の企画 

第９回       運動会種目の実践３；運動会企画についてプレゼンテーション 

第 10回      運動会種目の実践４；グループごとに運動会企画を実施する 

第 11回      運動会種目の実践５；運動会企画の実施内容について振り返り 

第 11回      ネイチャーゲームの実践１；ネイチャーゲームについて 

第 12回      ネイチャーゲームの実践２；グループワークを通じたネイチャーゲームの企画 

第 13回      ネイチャーゲームの実践３；グループごとにネイチャーゲーム企画を実施する 

第 14回      ネイチャーゲームの実践４；ネイチャーゲームの実施内容について振り返り 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

多様な動きを含む運動遊びやアクティビティについて、グループワークを通じて教材研究

し、実施する中でより効果的な運動遊びやアクティビティの実践方法を身につける。それら

のプロセスを通じて、計画の立て方、指導方法、環境設置などを習得する。具体的には、様々

な運動遊びやアクティビティを組み合わせて、安全でかつ多様な動きを含み、参加者同士の

相互作用があるようなオリジナルの実施計画を立て、行う。 

テキスト 授業中に必要な資料を適宜配布する。 

参考文献 日本幼児体育学会 編『幼児体育』大学教育出版 

成績評価の基準・方法 授業態度 40％、課題発表 40％、レポート 20％で評価する。 

質問・相談の受付方法 
月曜日以外に 305研究室に直接来て頂くか、tsaito@suw.ac.jpまでメールを送ってくださ

い。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 意欲的、積極的学習をしてください。 

準備学習について 
グループごとに運動遊びやアクティビティについて企画、実施してもらう予定ですので、事

前にしっかりと計画を立てください。 

mailto:tsaito@suw.ac.jp


 

講義科目名称： 音楽Ⅱ 

開講期間： 通年 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 二木秀幸、丸尾真紀子、漆畑江里、高久新吾、田代千早、藤本真理子、松下のぞみ、鷲巣貴乃 

テーマ 
【到達目標】音楽Ⅰで学んだ事を定着させ、より確かな読譜力や表現力を身につける。 

【テーマ】 歌唱とピアノの基礎を学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション（担当教員の決定） 

第２回       歌唱（担当：二木）いろいろな「春のうた」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：練習曲①（タイについて・両手／半音と全音、音階 

             の準備練習）、弾き歌い(1)選曲・片手（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、 

             藤本、松下、鷲巣） 

第３回       歌唱（担当：二木）「春のうた」を使用した音程のトレーニング 

             ピアノ実技レッスン：練習曲②（タイについて・仕上げ／音階でできてい 

             るメロディ、ハ長調のスケール・エチュード）、弾き歌い(2)両手 

（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第４回       歌唱（担当：二木）「春のうた」を使用したリズムのトレーニング 

             ピアノ実技レッスン：練習曲③（和音の伴奏・片手→両手／音程の練習、 

             メロディ①～③）、弾き歌い(3)仕上げ（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、 

       藤本、松下、鷲巣） 

第５回       歌唱（担当：二木）表現を考えながら「春のうた」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：練習曲④（和音の伴奏・両手／ハ長調の主和音と属 

             七の和音、親指の移動）、弾き歌い(4)選曲・片手（担当：丸尾、漆畑、 

             高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第６回       歌唱（担当：二木）ヴォイストレーニングの習得「姿勢」 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑤（和音の伴奏・仕上げ／ハ長調の下属和音、 

             主要三和音）、弾き歌い(5)両手（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、 

       松下、鷲巣） 

第７回       歌唱（担当：二木）ヴォイストレーニングの習得「呼吸法」 

             ピアノ実技レッスン：小品①（読譜）、弾き歌い(6)仕上げ（担当：丸尾、 

       漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第８回       歌唱（担当：二木）ヴォイストレーニングの習得「発声法」 

             ピアノ実技レッスン：小品②（片手→両手）、弾き歌い(7)選曲・片手 

             （担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第９回       歌唱（担当：二木）ヴォイストレーニングの習得「発音法」 

             ピアノ実技レッスン：小品③（仕上げ）、弾き歌い(8)両手（担当：丸尾、 

漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 10回      歌唱（担当：二木）いろいろな「夏のうた」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑥（ブーレ・片手→両手／指の拡張、ト長調 

             の主要三和音）、弾き歌い(9)仕上げ（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、 

             藤本、松下、鷲巣） 

第 11回      歌唱（担当：二木）「夏のうた」を使用した音程のトレーニング 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑦（ブーレ・両手／ト長調のスケール・エチ 

             ュード、加線）、弾き歌い(10)選曲・片手（担当：丸尾、漆畑、高久、田 

             代、藤本、松下、鷲巣） 

第 12回      歌唱（担当：二木）「夏のうた」を使用したリズムのトレーニング 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑧（ブーレ・仕上げ／８分の６拍子）、弾き 

             歌い(11)両手（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 13回      歌唱（担当：二木）表現を考えながら「夏のうた」を歌う 



             ピアノ実技レッスン：小品④（読譜）、弾き歌い(12)仕上げ（担当：丸尾、 

             漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 14回      歌唱（担当：二木）小さな発表会の準備 

             ピアノ実技レッスン：小品⑤（片手→両手）、弾き歌い(13)選曲・片手 

             （担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 15回      歌唱（担当：二木）小さな発表会・鑑賞 

             ピアノ実技レッスン：小品⑥（仕上げ）、弾き歌い(14)両手（担当：丸尾、 

             漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

             ＊中間発表会も予定しています。 

第 16回      歌唱（担当：二木）いろいろな「秋のうた」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑨（16分音符・片手→両手／ヘ長調の音階と 

             スケール・エチュード）、弾き歌い(15)仕上げ（担当：丸尾、漆畑、高久、 

             田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 17回      歌唱（担当：二木）「秋のうた」を使用した音程のトレーニング 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑩（16分音符・両手／装飾音、調号）、弾き 

             歌い(16)選曲・片手（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 18回      歌唱（担当：二木）「秋のうた」を使用したリズムのトレーニング 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑪（16分音符・仕上げ／ニ長調とイ長調）、 

             弾き歌い(17)両手（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 19回      歌唱（担当：二木）表現を考えながら「秋のうた」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：小品⑦（読譜）、弾き歌い(18)仕上げ（担当：丸尾、 

             漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 20回      歌唱（担当：二木）子どもに対する発声指導 

             ピアノ実技レッスン：小品⑧（片手→両手）、弾き歌い(19)選曲・片手 

             （担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 21回      歌唱（担当：二木）歌唱指導法の理論 

             ピアノ実技レッスン：小品⑨（仕上げ）、弾き歌い(20)両手（担当：丸尾、 

             漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 22回      歌唱（担当：二木）歌唱指導法の実際 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑫（音価について・片手→両手／ホ長調、臨 

             時記号）、弾き歌い(21)仕上げ（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、 

             松下、鷲巣） 

第 23回      歌唱（担当：二木）簡易伴奏を用いた子どもの歌の伴奏 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑬（音価について・両手／短調の和音、オク 

             ターヴ記号）、弾き歌い(22)選曲・片手（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、 

             藤本、松下、鷲巣） 

第 24回      歌唱（担当：二木）いろいろな「冬のうた」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑭（音価について・仕上げ／ニ長調、イ長調、 

             ホ長調音階のまとめ）、弾き歌い(23)両手（担当：丸尾、漆畑、高久、 

田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 25回      歌唱（担当：二木）「冬のうた」を使用した音程のトレーニング 

             ピアノ実技レッスン：小品⑩（読譜）、弾き歌い(24)選曲・片手 

（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 26回      歌唱（担当：二木）「冬のうた」を使用したリズムのトレーニング 

             ピアノ実技レッスン：小品⑪（片手→両手）、弾き歌い(25)両手 

（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 27回      歌唱（担当：二木）表現を考えながら「冬のうた」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：小品⑫（仕上げ）、弾き歌い(26)仕上げ 

（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 28回      歌唱（担当：二木）歌唱発表会の準備 



             ピアノ実技レッスン：練習曲⑮（装飾音・片手→両手）、弾き歌い(27)選 

             曲・片手、試験曲の練習（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、 

             鷲巣） 

第 29回      歌唱（担当：二木）歌唱発表会・鑑賞 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑯（装飾音・両手）、弾き歌い(28)両手、試 

             験曲の練習（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

第 30回      歌唱（担当：二木）まとめ 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑰（装飾音・仕上げ）、弾き歌い(29)仕上げ、 

             試験曲の練習（担当：丸尾、漆畑、高久、田代、藤本、松下、鷲巣） 

              

             定期試験：実技試験 

授業の概要と目的 

歌唱：音楽Ⅰでの学習を確実なものとするため、より一人一人に合った指導を行う。また、

より自然な発声での歌唱、簡易伴奏を用いた子どもの歌の伴奏、子どもに対する歌唱指導法

も学ぶ。 

ピアノ：練習曲・弾き歌い・小品を学ぶ。 

＊授業の形態は音楽Ⅰと同様。 

テキスト 

音楽Ⅰで使用したもの。ピアノ小品は適宜選曲。 
＊「バスティン ピアノレッスン レベルⅠ」から「ピアノのアルファベット」に進むのが
困難な場合は「バスティン ピアノレッスン レベルⅡ」へ進むこと。 
 
テキスト名（１冊目）：バスティン ピアノレッスン レベルⅡ（「ピアノのアルファベッ
ト」へ進む学生は不要） 
ISBN0-8497-5045-8 
東音企画 
ジェームズ バスティン・著／日本バスティン研究会・訳 
価格（税抜）：1,000円 
 
テキスト（２冊目）：子どものうた村 保育の木 （全員購入して下さい。） 
ISBN978-4-285-12062-2 
DOREMI 
小川宜子・妹尾美智子・麓 洋介／共編 
価格（税抜）：1,800円 
 
テキスト（３冊目）：音楽リズム 幼児のうた楽譜集 （全員購入して下さい。） 
ISBN978-4-487-71121-5 
東京書籍 
小林美実／編 
価格（税抜）：1,200円 

参考文献 授業中、適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 授業への参加態度と実技試験により評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】子ども学科の学生であること。 

      「音楽Ⅰ」を単位取得済であること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

＊歌唱：音程やリズムのトレーニング、歌唱の際に必要充分な“自然な声”を出す為のヴォ

イストレーニングを子どもの歌を教材に行う。歌唱指導を念頭に置きながら“弾き歌い”を

する力を身につける。 

＊ピアノ：進度に応じた個人レッスン。練習曲と弾き歌いが基本教材だが、小品も適宜選曲

し学ぶ。弾き歌いの目標は音楽Ⅰと同様。 

準備学習について 

＊レッスンを受ける曲は必ず練習してきてください。何も練習しなかった学生は授業を受け

る資格がありません。 

＊楽譜を忘れないこと。 



 

講義科目名称： 造形表現Ⅱ 

開講期間： 通年 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 八木 朋美 

テーマ 
独自の分析手法を身につけ、そこからテーマ発見、造形的創造ができるようにする。またデ

ザイン的思考を身につけ、抽象的考え方から造形表現が具体的にできるようにする。 

授業計画 

第１回       イントロダクション 分析の手法と創造への道 

第２回       子どものための作品収集 絵本や玩具の調査 

第３回       子どものための作品分析１ よさ発見を調査 

第４回       子どものための作品分析２ 問題点発見と分析 

第５回       子どものための作品創造１ 分析から絵本・玩具のテーマ創造 

第６回       子どものための作品創造２ テーマからの掘り起こし 

第７回       子どものための作品創造３ アイデアの展開 

第８回       具象形からの抽象化・作品調査１ キャラクターの調査・分析 

第９回       具象形からの抽象化・作品調査２ 分析の活用 

第 10回      子どものための抽象化デザイン１ 動物からの抽象化デザイン 

第 11回      子どものための抽象化デザイン２ デザインの発展 

第 12回      抽象から子どものアイテムを考える 保育園・幼稚園のためのアイテム考案 

第 13回      子どものための作品創造１ アイデアの具現化の考察 

第 14回      子どものための作品創造２ 作品制作 

第 15回      作品発表１ 周囲からの学びと自己表現力 

第 16回      子どものためのデザインとは 

第 17回      過程内創造とは 有機的なフォルムの意味 

第 18回      過程内創造フォルムをつくる１ 実板でフォルムをつくる 

第 19回      過程内創造フォルムをつくる２ フォルムの仕上げ 

第 20回      過程内創造フォルムの活用１ フォルムの考察 

第 21回      過程内創造フォルムの活用２ フォルムの展開 

第 22回      子どものための造形基本的研究１発見的研究方法 発見的手法実技 

第 23回      子どものための造形基本的研究２発見的研究方法 造形的手法実技 

第 24回      子どものための造形基本的研究３発見的研究方法 人間的手法実技 

第 25回      子どものための造形基本的研究４発見的研究方法 適応的手法実技 

第 26回      子どものための造形基本的研究５発見的研究方法 文化的手法実技 

第 27回      テーマ発見と制作１素材 具体的な造形物の素材研究 

第 28回      テーマ発見と制作２デザイン 具体的な造形物のデザイン研究 

第 29回      テーマ発見と制作３制作 具体的な造形物の企画と制作 

第 30回      作品発表２ 周囲からの学びと自己表現力 授業振り返り 

              

             制作状況に応じ、授業計画は若干変更することがあります。 

              

             定期試験……あらかじめ出題した課題について造形表現を行う。 

 



授業の概要と目的 

造形表現の基礎をさらに発展させ、既存の子どものための作品群（絵本や玩具 etc）の収集・

調査から分析手法を構築し、さらにオリジナルな作品創造の発想・造形力を身につける。合

わせて、抽象的な考え方から形を導き出す手立ても学ぶ。 

テキスト 使用しない。 

参考文献 
『造形』『紙あそび』藤田復生 著書 

必要に応じてプリント資料等を配布する。 

成績評価の基準・方法 
到達目標がどの程度達成されているかを、授業態度・制作姿勢(30%)、提出作品(70%)、によ

って総合的に評価する。 

質問・相談の受付方法 授業中または授業終了後 

履修条件 特記事項なし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
保育について自ら考え創造していく発想力を身につけてほしい。 

前年度に学んだ基礎を活かせるよう、積み重ねを意識して学んでいきましょう。 

準備学習について 

課題に必要な資料を収集して持参したり、各自で準備すべき素材等が必要になる場合があり

ます。 

また、課題は指定された期限内に提出できるように進めましょう。 



 

講義科目名称： 保育内容(健康Ⅰ) 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 田口 喜久恵 

テーマ 
乳幼児期の発育発達の特徴、及び健康的な生活習慣の確立について理解し、発達段階に即し

た健康形成への支援・指導できるようになる。 

授業計画 

第１回       ガイダンス；本授業の目的・内容及び授業の進め方について 

第２回       幼稚園教育要領と保育所保育指針における領域「健康」について 

第３回       教育要領、保育指針の年齢別健康の〈ねらい〉と〈内容〉についてグループ 

で調査・発表 

第４回       発育及び発達の概念、生涯発達の中での位置付け 

第５回       乳幼児の身体発達の経過と特徴 

第６回       幼児期の健康の特徴について 

第７回       乳幼児と大人の健康の違いについてグループで調査・発表 

第８回       基本的生活習慣の確立と生涯における健康形成について 

第９回       発育発達を支える生活リズムの形成①；睡眠の確立と発育発達への影響 

第 10回      発育発達を支える生活リズムの形成②；食習慣の形成と発育発達への影響 

第 11回      発育発達を支える生活リズムの形成③；運動習慣の形成と発育発達への影響 

第 13回      幼児の生活リズムの乱れの原因についてグループで調査・発表 

第 14回      施設設備の衛生管理と安全指導について；園内での怪我・疾病の発生について 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

領域「健康」では、子どもの健康的で調和のとれた心身の発育発達を目指す。そのため乳幼

児期の発育発達の特徴を理解し、幼児期に必要な、運動、食事、睡眠、排泄、衛生習慣等を

学習する。また現在の子どもを取り巻く社会環境の変化により、子どもの成長の阻害要因と

なる事象について調査・検討し、子どもの健康形成に必要な支援・指導と安全で適切な環境

整備について学ぶ。 

テキスト 授業中に適宜必要な資料を配布する。 

参考文献 民秋言、穐丸武臣編『保育内容 健康』北大路書房他 

成績評価の基準・方法 授講態度 20％、グループ学習課題提出及び発表 30％、期末試験 50％で評価する。 

質問・相談の受付方法 授業の前後、あるいはメールにて受け付けます。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ ― 

準備学習について 

保育内容健康は子どもの保育活動の基本となるものである。そのため、保育に関してこれま

でに得た知識や情報のみならず、子どもの日常生活の問題に関心をもって授業に臨んでほし

い。 



 

講義科目名称： 保育内容(人間関係Ⅰ) 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 橋爪 千恵子 

テーマ 

・子どもの発達を人間関係の観点から捉え、子ども理解を深めながら領域「人間関係」につ 

いて具体的に理解する。 

・子どもたちに直接かかわる人として幼稚園教諭の存在にも意識を向ける。 

・発達過程にある子どもたちへの援助の在り方を習得する。 

授業計画 

第１回       領域「人間関係」について―「幼稚園教育要領」を基に 

第２回       「領域」の基本的な考え方―「幼稚園教育要領」より 

第３回       領域「人間関係」のめざすもの 

第４回       「人間関係」にかかわる現代社会の状況①－少子化社会の影響 

第５回       「人間関係」にかかわる現代社会の状況②－家族の変化と子どもの育ち 

第６回       「人間関係」にかかわる現代社会の状況③－メディアの影響 

第７回       ３歳児の人とのかかわりと指導方法 

第８回       ４歳児の人とのかかわりと指導方法 

第９回       ５歳児の人とのかかわりと指導方法 

第 10回      気にかかる子どもへの援助 

第 11回      特別な支援を必要とする子どもへの援助 

第 12回      人間関係の育ちを育む環境①―幼稚園教諭同士の人間関係 

第 13回      人間関係の育ちを育む環境②―幼稚園教諭と保護者との人間関係 

第 14回      領域「人間関係」に関する指導案の作成と教材研究 

第 15回      指導案に基づいた模擬授業と評価 

定期試験 

授業の概要と目的 

子ども達を人とのかかわりという側面でどのように育てていくのかを学ぶ。「幼稚園教育要

領」の領域「人間関係」についての理解を中心におき、保育を展開する知識・技術を習得し、

指導法について学ぶ。 

テキスト 

テキスト名：『演習 保育内容 人間関係』 

ISBNコード：978-4-7679-3235-4 

出版社：建帛社  

著者：田代和美 編著  

価格（税抜） 

参考文献 『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』 

成績評価の基準・方法 定期試験 80％ 受講状況（授業態度、小レポート）20％ 

質問・相談の受付方法 授業後、及び研究室に在室時は随時。 

履修条件 子ども学科の学生であること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
人と人との関係は乳児期から始まります。友達や周囲のおとなと言葉を交わし人とかかわれ

る子どもを育てるための、保育者の役割や重要性について学んでください。 

準備学習について 毎回、その日の授業の復習を行い、要点をまとめてみましょう。 



 

講義科目名称： 保育内容(環境Ⅰ) 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 竹内 光子 

テーマ 

領域「環境」は、「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってかかわり、それらを生活に

取り入れていこうとする力を養う」領域である。授業の目標は以下の３点である。 

①子どもの発達と環境とのかかわりについて理解する。 

②領域「環境」のねらいと内容を深く読み取り正しく理解する。 

③物的・空間的環境の構成を具体的に考えることができる。 

授業計画 

第１回    ガイダンス／人間の生活と環境「ネイチャーループカードでつながろう」 

第２回    子どもを取り巻く環境の変化 

第３回    ねらい及び内容について 

第４回    子どもと園の環境 

第５回    子どもの発達と環境とのかかわり 

第６回    「自然とふれあい感動する」 レイチェル・カーソンの自然観 

第７回    「物事の法則性に気づく」 教材研究① 縮む！縮む！！シュリンクシート 

第８回    「季節感を味わう」 教材研究② 春夏秋冬―街の様子を調べよう 

第９回    「自然を取り入れて遊ぶ」 教材研究③ 風を利用した遊びを集めよう 

第 10回   「生命の営みに触れる」 教材研究④ “つながり”をキーワードに絵本を探そう 

第 11回   「身のまわりのものに愛着をもつ」教材研究⑤ 牛乳パックでフリスビーを作ろう 

第 12回   「科学を体感する」 教材研究⑥ 磁石をつかった遊びを発明しよう 

第 13回   「数量・図形に親しむ」 教材研究⑦ スタンピング deアート 

第 14回   「標識や文字の必要観を育む」 教材研究⑧ 標識を見つけよう 

第 15回   「身近な情報や施設を活かし、生活を豊かにする」 教材研究⑨ 地域マッ 

プをつくろう 

授業の概要と目的 

保育内容（環境Ⅰ）では、教材研究を通してグループ又は個人で体験したり、調べたり、考

えたりする活動をしながら、子どもの発達や領域「環境」について理解していく授業を展開

する。 

テキスト 

書名：『体験する・調べる・考える 領域「環境」』 

著者名：田宮縁著 

出版社名：萌文書林 

参考文献 授業内で紹介 

成績評価の基準・方法 期末レポート４０％ 課題４０％ 学習態度２０％ 

質問・相談の受付方法 

質問相談については、授業の進行状況と合わせて応答していきたいと思いますが、受ける方

法は、質問、相談用紙を作成して配布しておき、学生が随時提出できるように授業の中で 5

～10分の時間を設けていきたいと思います。 

履修条件 本授業の目的を理解していること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ ― 

準備学習について 

準備する事、物については、授業中に伝えますので、忘れないように準備してきてください。

テキストは必ず持参すること。配布したもの、自分の記録したものはファイルに綴じて、毎

回持参する事。 



 

講義科目名称： 保育内容(健康Ⅱ) 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 田口 喜久恵 

テーマ 

子どもの健康阻害要因になっている事象についてグループで調査・分析し、課題解決にむけ

た取り組みを学習する。また指導計画を作成し、模擬授業を実施するなかで子どもへの健康

支援方法・指導方法を身に付ける。 

授業計画 

第１回       ガイダンス；指導計画の考え方と作成手順について 

第２回       幼児期運動指針の内容と意図について 

第３回       乳幼児の運動発達と精神発達との関係について 

第４回       子どもの体力・運動能力低下に影響する社会環境の変化についてグループで 

調査・発表 

第５回       発達段階別に必要な運動遊びについて 

第６回       身体動作の発達と日常生活習慣の確立について 

第７回       子どものアレルギーについて 

第８回       食物アレルギーの発生と園での対応についてグループで調査・発表 

第９回       発達障害の子どもについて；発達障害児の現状 

第 10回      メディア接触による発達課題とメディアコントロールについて 

第 11回      領域「健康」のグループでの課題別指導計画作成① 

第 12回      領域「健康」のグループでの課題別指導計画作成② 

第 13回      領域「健康」のグループでの課題別模擬授業の展開と評価① 

第 14回      領域「健康」のグループでの課題別模擬授業の展開と評価② 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

平成 24年に文部科学省から配布された「幼児期運動指針」にあるように、近年、子どもの

運動習慣が減少し、身体操作能力の低下、睡眠習慣の乱れ、コミュニケーション力の低下な

ど様々な発達課題が指摘されている。健康Ⅱでは健康Ⅰを踏まえ、運動遊びによる身体活動

は子どもの心・身の発達に関与することを学習し、様々な発達課題に対して課題解決にむか

う支援方法、指導方法を学習する。 

テキスト 授業中に適宜必要な資料を配布する。 

参考文献 河邊貴子・柴崎正行・杉原 隆編『保育内容「健康」』ミネルバア書房他 

成績評価の基準・方法 受講態度 20％、グループ学習課題提出及び発表 30％、期末試験 50％で評価する。 

質問・相談の受付方法 授業の前後、あるいはメールにて受け付けます。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ ― 

準備学習について 
保育内容健康ⅡはⅠの授業をもとに展開する。子どもの発育発達上の様々な問題に対し支援

方法等を模索する上でも、保育内容健康Ⅰの授業を十分復習して臨んでほしい。 



 

講義科目名称： 保育内容(人間関係Ⅱ) 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 橋爪 千恵子 

テーマ 

・子ども・保育・保育者の事例から、具体的な保育実践を学ぶ。 

・事例と関連付けて、発達心理学などの理論も理解する。 

 

授業計画 

第１回       領域「人間関係」と他領域との関係―「幼稚園教育要領」を基に 

第２回       幼児期の発達と領域「人間関係」①―親・幼稚園教諭との出会いとかかわり 

第３回       幼児期の発達と領域「人間関係」②―友だちとの出会いとかかわり 

第４回       子どもと幼稚園教諭とのかかわり①―子どもとの信頼関係、子ども同士の関 

係をつなぐ指導法 

第５回       子どもと保育者のかかわり②―子どもの自己主張・自立に関わる指導法 

第６回       子どもと保育者のかかわり③―子どもの心の安全基地 

第７回       遊びの中の人とのかかわり①―３歳児向けの教材研究（事例研究を中心に） 

第８回       遊びの中の人とのかかわり②―４歳児向けの教材研究（事例研究を中心に） 

第９回       遊びの中の人とのかかわり③―５歳児向けの教材研究（事例研究を中心に） 

第 10回      個と集団の育ち①―個と集団の関係 

第 11回      個と集団の育ち②―協働性を育む指導法 

第 12回      領域「人間関係」に関する指導案の作成―他者との信頼関係を築く指導案 

第 13回      領域「人間関係」に関する指導案の発表と評価 

第 14回      年少児の模擬授業と評価 

第 15回      年中児・年長児の模擬授業と評価 

定期試験 

授業の概要と目的 

「保育内容（人間関係Ⅰ）」を踏まえたうえで、保育実践事例から子ども同士・子どもと幼

稚園教諭・保育者同士のさまざまな人間関係を読みとり、子どもの人間関係のより良い発達

への具体的な保育及び指導法について学習する。 

テキスト テキスト無し。必要に応じてプリントを配布します。 

参考文献 『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』 

成績評価の基準・方法 定期試験 60％  受講状況（授業態度、小レポート）40％ 

質問・相談の受付方法 授業終了時および研究室に在室中は随時。 

履修条件 子ども学科の学生であること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
前期に学んだ内容を土台として、保育におけるさまざまな事例からより深い人間関係につい

て理解を深めていきましょう。 

準備学習について 
毎回の授業を復習し、保育の中でのさまざまな人間関係について深く考える習慣を身につけ

ていきましょう。特に子どもとのさまざまな関わり方を考えましょう。 



 

講義科目名称： 保育内容(環境Ⅱ) 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 竹内 光子 

テーマ 

保育内容（環境Ⅰ）の発展的内容を扱う。授業の目標は、以下の 2つである。 

①持続可能な社会を構築するために必要な考え方や取り組みを理解する。 

②発達と学びの連続性について理解し、指導案を作成し、模擬保育を行う。 

授業計画 

第１回       ガイダンス「子どもの感性を育むために保育者は何をすべきか？」 

第２回       幼児と楽しむ自然体験①「みつけてみよう！探してみよう！」 

第３回       幼児と楽しむ自然体験②「フィールドビンゴ」 

第４回       幼児と楽しむ自然体験③「自然を取り入れた遊びを考えよう」 

第５回       指導案の書き方 

第６回       指導案の作成 

第７回       模擬保育（１）フィールドビンゴの作成と実際 

第８回       模擬保育（２）シュリンクシートを使った遊び 

第９回       模擬保育（３）風を利用した遊びの実際 

第 10回      模擬保育（４）身のまわりのものを使った遊びの実際 

第 11回      模擬保育（５）磁石を使った遊びの実際 

第 12回      模擬保育（６）スタンピングを使った遊びの実際 

第 13回      模擬保育（７）標識を使った遊びの実際 

第 14回      模擬保育（８）園外保育の指導案作成と留意点 

第 15回      まとめ「センス・オブ・ワンダーという概念の保育における意義」 

授業の概要と目的 
グループ又は個人で体験したり、調べたり、考えたりする活動をしながら、環境に対する感

性を磨き、保育者として基礎的な知識と実践力を身につけられるような授業を展開する。 

テキスト 

書名：『体験する・調べる・考える 領域「環境」』 

著者名：田宮縁著 

出版社名：萌文書林 

参考文献 授業内で紹介 

成績評価の基準・方法 期末レポート４０％ 課題４０％ 学習態度２０％ 

質問・相談の受付方法 

質問相談については、授業の進行状況と合わせて応答していきたいと思いますが、受ける方

法は、質問、相談用紙を作成して配布しておき、学生が随時提出できるように授業の中で 5

～10分の時間を設けていきたいと思います。 

履修条件 本授業の目的を理解していること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ ― 

準備学習について 

準備する事、物については、授業中に伝えますので、忘れないように準備してきてください。

テキストは必ず持参すること。配布したもの、自分の記録したものはファイルに綴じて、毎

回持参する事。 



 

講義科目名称： 保育内容(言葉Ⅱ) 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 山下 紗織 

テーマ 

①人にとって「ことば」はどのようなものかを踏まえ、子どものことばの育ちについて考え 

る。 

②様々な児童文化財とことばの関係性を考えながら、実践する力を身に着ける。 

③子どものことばの育ちを支える保育者の援助／指導方法、環境構成の実際を学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       生命のあることば、ことばの力 

第３回       児童文化財とことば 

第４回       絵本とことば（乳児） 

第５回       絵本とことば（幼児） 

第６回       紙芝居とことば 

第７回       わらべうた・子どものうたとことば 

第８回       ことばの育ちを支える環境構成（１）指導案の書き方 

第９回       ことばの育ちを支える環境構成（２）指導案の作成 

第 10回      模擬授業（１）絵本の読み方 

第 11回      模擬授業（２）紙芝居の演じ方 

第 12回      模擬授業（３）ことば遊び 

第 13回      模擬授業（４）振り返りとまとめ 

第 14回      領域「言葉」の変遷 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

音とことば、ことばの持つ力、耳で聴くことばなど、講義を通して「ことば」を多面的に捉

えた上で、子どもにとっての「ことば」を理解する。また、絵本や紙芝居、わらべうたにつ

いて学び、ことばの育ちを支えるものとしての児童文化財について考える。さらに、言葉Ⅰ

の授業を踏まえ、具体的にどのようにことばの育ちを援助／指導できるか、指導案作成及び

模擬授業を通して、その方法について考える。 

テキスト 特にありません。必要に応じてプリントを配布します。 

参考文献 講義の中で適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 ２回の発表（50％）、提出された指導案（25％）、授業への参加の様子（25％）で評価する。 

質問・相談の受付方法 福祉創造館 504（山下）研究室までいらしてください。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 

「ことば」を多面的にとらえたうえで、絵本や紙芝居などの実践をたのしみましょう。授業

以外の時間でも、絵本や紙芝居などの児童文化財に触れる時間を持っていただけたらと願っ

ています。 

準備学習について 発表する機会が多い授業なので、そのための事前準備を行ってください。 



 

講義科目名称： 保育内容(表現Ⅱ) 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 必修 

担当教員： 二木 秀幸 

テーマ 
「あそびを通した表現」をテーマとする。様々な表現活動の実践を通して、あそびの中から

表現する術を理解し、子どもの表現活動に対する指導方法を身につける。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 授業内容とポイントの解説 

第２回       演劇的表現(1) ドラマ・シアターを考える 

第３回       演劇的表現(2) 劇あそびとは (理論) 

第４回       演劇的表現(3) 劇あそびの実際 (実践) 

第５回       総合的な表現(1) オペレッタとは (理論) 

第６回       総合的な表現(2) オペレッタの実際 (実践) 

第７回       総合的な表現(3) まとめ －総合的な表現の指導法および教材研究について 

第８回       領域“表現”における指導案の作成について 

第９回       模擬授業(1) 指導案に基づきロールプレイング形式で行う 

第 10回      模擬授業(2) 振り返りとまとめ 

第 11回      グループワーク(1) 小グループで様々な表現を織り交ぜた創作を行う 1  

(素材の研究) 

第 12回      グループワーク(2) 小グループで様々な表現を織り交ぜた創作を行う 2 

(発表の準備) 

第 13回      グループワーク(3) 小グループで様々な表現を織り交ぜた創作を行う 3  

(リハーサル) 

第 14回      グループワーク(4) 小グループで様々な表現を織り交ぜた創作を行う 4  

(発表会) 

第 15回      保育における“表現”の指導方法の振り返りとまとめ 

授業の概要と目的 

様々な素材(絵本・文学・楽曲・詩・歌・写真・絵)を使った創作作品(演奏・オペレッタ・

音楽劇)の発表を、個人またはグループで行い、相互評価をする。また、指導案作成および

それに基づいた模擬授業を行う。 

テキスト 保育内容(表現Ⅰ)で使用したもの。また必要に応じプリント等を配布する。 

参考文献 授業で紹介する。 

成績評価の基準・方法 授業態度、レポート、発表・表現等による総合評価。 

質問・相談の受付方法 授業終了後もしくは、オフィスアワー。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
・活動しやすい服と靴で受講すること(必須)。 

・グループ発表において、授業時間外に準備や練習等が必要になることがあります。 

準備学習について 
日常生活において様々な表現活動(音楽・演劇・ダンス・ミュージカル等々)にふれる機会を

持つようにしてください。 



 

講義科目名称： 教育社会学 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 瀬戸 知也 

テーマ 

①現代日本社会における教育問題・教育課題を主に教育社会学の観点から理解する。 

②「子どもの社会化」に関する諸問題について理解する。 

③学校の教師として教育問題・教育課題に適切に対応するための具体的方策を考える。 

授業計画 

第１回：序論：現代日本社会と教育問題・教育課題の諸相―教育社会学の観点からー 

第２回：「子どもの社会化」に関する諸問題の検討 

第３回：家庭教育と「子どもの社会化」（１）現代家庭における人間形成の特質 

第４回：家庭教育と「子どもの社会化」（２）現代家庭の抱える問題点と克服の可能性 

第５回：学校教育と「子どもの社会化」（１）学校の社会的機能 

第６回：学校教育と「子どもの社会化」（２）学校の文化と学校の「かくれたカリキュラム」 

第７回：地域社会における「子どもの社会化」の課題 

第８回：メディア環境の変容と「子どもの社会化」の課題 

第９回：職業社会への移行と「子どもの社会化」の課題 

第 10回：現代日本における教育問題・教育課題を考える（１）いじめ・不登校 

第 11回：現代日本における教育問題・教育課題を考える（２）ひきこもり・ニート 

第 12回：現代日本における教育問題・教育課題を考える（３）少年非行（逸脱行動） 

第 13回：教育問題・教育課題にどのように対応するか（１）教育制度の観点から 

第 14回：教育問題・教育課題にどのように対応するか（２）教育実践の観点から 

第 15回：まとめ：教育問題・教育課題をとらえる観点の総括と今後の課題 

授業の概要と目的 

現在の日本社会では「いじめ問題」「不登校問題」「ひきこもり問題」「ニート問題」「少

年非行（逸脱行動）問題」等、様々な教育問題・教育課題をみることができる。本講義では、

それらの様々な教育 

問題・教育課題について、特に「子どもの社会化」という観点からアプローチし、各教育問

題・教育課題の現状と課題を明らかにするとともに、学校の教師として教育問題・教育課題

に適切に対応するための具体的方策を考える。受講生間の討議（ディスカッション）を多く

取りいれることにより、問題を共有しつつ、受講生自身の考えが深まっていくことを期待し

ている。 

テキスト 特になし 

参考文献 
『文部科学白書』（文部科学省）、『子ども・若者白書』（内閣府）、『教育のトレンド２

－図表でみる世界の潮流と教育の課題―』（OECD教育研究革新センター編著、明石書店）等 

成績評価の基準・方法 

講義中のライティング作業、小レポート、期末試験等を総合して評価する。 

（ライティング作業及び小レポート点１０点。期末試験点９０点。合計６０点以上を合格と

する。） 

質問・相談の受付方法 Eメールで問い合わせてください。（アドレス：t-seto@suac.ac.jp） 

履修条件 特に設けない 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 「子どもが大人になる」ことの難しさを受講生の皆さんと一緒に考えたいと思います。 

準備学習について 「子ども」や「若者」の文化を扱った文献や映画等への関心を深めておくこと。 

mailto:t-seto@suac.ac.jp


 

講義科目名称： 教育方法論 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 遠山 紗矢香 

テーマ 

授業の目標は、以下の２点である。 

①「環境を通して行う教育」の意義と「遊びを通して総合的に指導する」方法を理解する。 

②幼児期にふさわしい教育内容と教育方法について積極的に考える。 

 

授業計画 

第１回       ガイダンス／「あなたが受けてきた教育を振り返ってみましょう」 

第２回       教育方法の歴史的概観① 

第３回       教育方法の歴史的概観② 

第４回       幼児期の発達と教育方法 

第５回       「環境を通して行う教育」の実践と方法 

第６回       遊びとは／「遊びを通しての総合的な指導」 

第７回       幼児の遊びの理解と援助の方法 

第８回       日本における多様な保育形態 

第９回       保育のねらいと保育者の役割 

第 10回      指導形態と自由度について 

第 11回      情報機器及び教材活用法について 

第 12回      小学校との連携／保育内容と小学校の教育内容 

第 13回      保護者・地域との連携という方法 

第 14回      参与観察による記録のとり方と省察 

第 15回      まとめ 今日的課題から教育方法を考える 

授業の概要と目的 
自分自身の受けていた教育を振り返って考えたり、視聴覚教材を活用したりしながら、様々

な視点から教育方法について考えてみたい。 

テキスト 特に指定なし。必要に応じて配布資料を用意する。 

参考文献 
本吉円子(1979)「私の生活保育論」フレーベル館, 稲垣佳代子・波多野誼余夫(1989)「人は

いかに学ぶか-日常的認知の世界」中公新書 

成績評価の基準・方法 期末レポート６０％ 平常時レポート４０％ 

質問・相談の受付方法 授業内で紹介 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 子供たちの可能性を引き出す教育方法について一緒に学んでいきましょう． 

準備学習について 毎授業終了時に，必要に応じて案内します。 



 

講義科目名称： 幼児理解の理論と方法 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 菊地 篤子 

テーマ 

①幼児期の子どもを理解する第一歩として、子どもが捉える世界を理解する 

②子どもの内面の世界を理解する為に、子どもの行為のなぜを考える 

③様々な事例を通し、子どもの心の動きを読み取る力を身につける 

④子どもの標準的な発達と個別性について理解を深める 

授業計画 

第１回：保育における子ども理解とは 

第２回：子どもを知るということの意味 

第３回：子どもの発達と子ども理解 

第４回：保育における遊びと子ども理解 

第５回：保育における「理解」と「援助」（1）子ども理解と援助とは 

第６回：保育における「理解」と「援助」（2）理解からの「ねらい」と「援助」へ 

第７回：「子ども理解」を深める観察と記録（1）子どもを「見る」とは 

第８回：「子ども理解」を深める観察と記録（2）保育記録とは 

第９回：子ども理解のための保育カンファレンス（1）保育カンファレンスとは 

第 10回：子ども理解のための保育カンファレンス（2）保育カンファレンス演習 

第 11回：保育における子ども理解と相談・支援 

第 12回：発達のつまずきや個人差への配慮 

第 13回：子ども理解と就学にかかわる問題 

第 14回：子ども理解の方法と今後の課題 

第 15回：全体総括 

授業の概要と目的 

幼児を保育・教育するためには、まず一人ひとりの幼児について理解を深めることが出発点

となる。そこから、一人ひとりの幼児の発達に寄り添った援助が生み出される。本授業では、

幼児を理解する方法とその視点、そして、それを踏まえた保育者の役割などについて学ぶ。

幼児期の発達過程を理解し、一人ひとりの子どもの発達の課題に必要な援助を導きだすこと

のできる基礎的な知識を習得する。また、日常的な事例をもとに子どもの行為の意味を考え

る力を身につける。 

テキスト 

テキスト名：『最新保育講座 3 子ども理解と援助』 

ISBN：9784623059621 

出版社：ミネルヴァ書房    著者名：高嶋景子・砂上史子・森上史朗編 

価格（税抜）：2,200円 

参考文献 

青木久子・間藤侑・川邉貴子著『子ども理解とカウンセリングマインド―保育臨床の視点か

ら―』 

小田豊・秋田喜代美編『新時代の保育双書 子どもの理解と保育・教育相談』(株)みらい 

成績評価の基準・方法 
授業への取り組み態度 10％、小テスト・課題に対する取り組み 40％、定期試験 50％を合計

して評価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後教室又は控室で質問を受ける 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 科目等履修生【可】    聴 講 生 【可】 

メッセージ - 

準備学習について テキストを熟読してから授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 保育内容総論 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 橋爪 千恵子 

テーマ 

・「幼稚園教育要領」の保育内容を理解すると共に、保育の全体的な構造を理解する。 

・子どもの発達過程を踏まえ、観察や記録の観点を習得し、保育内容と子ども理解及び指導

法について学ぶ。 

授業計画 

第１回：オリエンテーション 

第２回：幼稚園教育の意義 

第３回：「幼稚園教育要領」に基づく保育の基本 

第４回：幼稚園教育の全体構造と保育内容 

第５回：保育内容の展開①－３・４・５歳児の発達過程と保育内容 

第６回：保育内容の展開②－環境を通しての保育とは 

第７回：現代社会における保育の課題①－少子化時代の保育 

第８回：現代社会における保育の課題②－子育て支援と保育 

第９回：現代社会における保育の課題③－小学校との連携と保育 

第 10回：現代社会における保育の課題④－認定こども園と保育 

第 11回：幼稚園の生活と保育内容①－幼稚園の一日の流れ 

第 12回：幼稚園の生活と保育内容②－３歳児の生活と保育指導 

第 13回：幼稚園の生活と保育内容③－４歳児の生活と保育内容 

第 14回：幼稚園の生活と保育内容④－５歳児の生活と保育指導 

第 15回：地域の中の幼稚園①－地域の教育力を園生活に 

第 16回：地域の中の幼稚園②－幼稚園を地域に聞く 

第 17回：保育内容の歴史的変遷と社会状況の関連①－明治・大正・昭和初期の保育内容と 

社会状況 

第 18回：保育内容の歴史的変遷と社会状況の関連②－多様な動きの中で生まれた 

「保育要領」 

第 19回：保育内容の歴史的変遷と社会状況の関連③－「幼稚園教育要領」の誕生 

第 20回：保育内容の歴史的変遷と社会状況の関連④－「幼稚園教育要領」の改訂 

第 21回：「幼稚園教育要領」における保育内容①－「領域」の考え方 

第 22回：「幼稚園教育要領」における保育内容②－５領域について 

第 23回：「幼稚園教育要領」における保育内容③－５領域の総合的指導について 

第 24回：遊びと保育内容①―保育の基本、遊びの特質 

第 25回：遊びと保育内容②―遊びと学び、発達の課題と保育内容 

第 26回：保育内容と保育計画①－保育計画の意味 

第 27回：保育内容と保育計画②－教育課程（幼稚園）の編成 

第 28回：幼稚園実習と指導計画①―実習の位置づけ、部分実習について 

第 29回：幼稚園実習と指導計画②―全日実習と指導計画 

第 30回：まとめ 

授業の概要と目的 
「幼稚園教育要領」に基づく保育の基本及び保育内容を理解し、子どもの発達の特性を踏ま

えた保育内容の展開（環境を通しての総合的保育）や指導法について学ぶ。 



テキスト 

テキスト名：『保育内容総論』第３版 

ISBNコード：978-7679-5044-0 

出版社：建帛社 

著者：榎沢良彦 編著 

価格（税抜）： 

参考文献 「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」 

成績評価の基準・方法 定期試験 80％  受講状況（授業態度、小レポート）20％ 

質問・相談の受付方法 授業終了後、研究室在室中は随時 

履修条件 子ども学科３年生で幼稚園教諭免許・保育士資格取得希望者は必修 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
本科目は保育について総合的に理解する科目です。保育者をめざしている学生はそのことを

よく理解して、主体的・積極的に講義に臨んでください。 

準備学習について 
受講後はその日に学習した内容の復習を行ってください。要点を自分なりにまとめると学び

が深まります。 



 

講義科目名称： 幼稚園教育実習指導 

開講期間： 後期、前期 配当年： 3年、4年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 橋爪千恵子、橘田重男、山下紗織 

テーマ 
幼稚園教育実習に向けての準備および実習後の反省と自己評価に基づき、新たな自己課題を

明確にする。 

授業計画 

第 1回． 実習の意義と目的、実習の方法と内容 

第 2回． 幼稚園の１日、幼稚園での子どもの様子 

第 3回． 子どもの理解と幼稚園教諭の仕事 

第 4回． 講話「幼稚園の子どもたち」（現職幼稚園長） 

第 5回． 実習記録の意義と日誌の書き方①ー基本的な記述の理解 

第 6回． 日誌の書き方②ーよい日誌とは何かを理解する 

第 7回． 指導案の意義、書き方①―基本的な指導案について 

第 8回． 指導案の書き方②―より良い指導案を理解し作成する 

第 9回． 実習オリエンテーション（１週間の実習のため）   －１週間の実習－ 

第 10回．実習の振り返りと自己評価 

第 11回．反省報告会 

第 12回．３週間の実習に向けて（自己課題の設定） 

第 13回．保育教材研究 

第 14回．実習オリエンテーション（３週間の実習のため）   －３週間の実習－ 

第 15回．実習の振り返りと自己評価 

第 16回．反省報告会 

第 17回．個別指導 

授業の概要と目的 

幼稚園教育実習の意義と目的を理解し、自らの課題を明確にする。講義や現場の保育者の話

を通して子どもへの理解を深め、日誌の書き方・指導案作成や保育教材に関する知識と技術

を身に付け、実習に向けた準備を整える。実習後は実習の反省と自己評価を行ったうえで、

新たな自己課題と学習課題を明確にする。 

テキスト 

テキスト名：『実習の手引き』（本学作成） 

著者： 静岡福祉大学編 

 

テキスト名：『指導計画の考え方・立て方』 

出版社：萌文書林    著者：久富陽子編    価格（税抜）： 

参考文献 随時、紹介する 

成績評価の基準・方法 
受講態度とレポート等の提出状況とその内容により、総合的に評価する（授業の性質上、出

席は必須です）。 

質問・相談の受付方法 随時 

履修条件 
「教育原理」「教育・保育課程論」「教職・保育者論」「教育心理学」を単位取得済である

こと。 

特別学生の履修可否 科目等履修生【不可】    聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
幼稚園教諭免許を取得するための、幼稚園教育実習に向けた授業です。この授業は学内勤務

と同様の意味がありますので、欠席・遅刻をしないように体調を整えて授業に臨みましょう。 

準備学習について 
すでに体験済みのこれまでの実習を振り返り、幼稚園の子どもたちをイメージしながら教材

研究や部分実習の指導案などを考えましょう。事前の準備が実習の実りにつながります。 



 

講義科目名称： 幼稚園教育実習 

開講期間： 後期、前期 配当年： 3年、４年 単位数： 4 必選： 選択 

担当教員： 橋爪千恵子、橘田重男、山下紗織 

テーマ 幼稚園教育の実際、幼稚園教諭の仕事および子どもについて理解を深める。 

授業計画 

１           幼稚園の一日の流れを理解する 

（子どもの活動・保育環境・保育者の援助など） 

２           幼稚園教育課程・保育計画・指導計画について理解する 

３           子どもの観察やかかわりを通して、幼児の心身の発達を理解する 

４           幼稚園教諭の職務内容や倫理、社会的な役割および職員間の連携について 

理解する 

５           一日の保育を日誌に記録し、省察する態度を身につけ、子どもへの理解を 

深める 

６           部分実習の指導案を作成し、生活や遊びなどの一部分を担当する（部分実習） 

７           一日の保育指導案を作成し、それに基づいて保育実践を行い、個々の子ども 

を把握する力を養う 

授業の概要と目的 

幼稚園における観察実習を通して、幼稚園教諭としての仕事や園の一日の流れをに対する理

解を深める。また、部分実習・責任実習を通して指導計画や援助・支援の実際を体験し、実

践力を身につける。さらに実習園での指導を通して、自己のあり方や課題を明確にする。 

テキスト 『実習の手引き』（「保育実習Ⅰ」で既に使用しているテキストです。購入は不要です） 

参考文献 『幼稚園教育要領』 

成績評価の基準・方法 
実習園の評価（50％）、日誌（30％）、個別指導教員による評価（20％）を点数化して評価

する 

質問・相談の受付方法 授業終了時、研究室在室中は随時 

履修条件 
「幼稚園教育実習指導」を受講していること。「幼稚園教育実習」履修にかかわる内規の授

業単位を取得済みであること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

幼稚園教育実習は大学生活最後の実習で実習期間も長いので、体調を整えて実習に臨みまし

ょう。また、これまで学んだ知識や技術、種々の実習での反省を活かし、実りの多い実習と

なるように頑張りましょう。 

準備学習について 

これまで学んださまざまな保育技術を、各年齢でどのように実践できるかを考え、指導案に

活かせるるように準備しておきましょう。また、子どもとのかかわりで想定される場面をシ

ミュレーションして、自分なりのかかわり方も考えておきましょう。 



 

講義科目名称： 造形表現Ⅲ 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 八木 朋美 

テーマ 
造形表現で得た力をさらに深め、保育環境を造形的な手法で活性化し、創造的なメッセージ

を送れる力をつけたい。 

授業計画 

第１回：CREATIVE METHODについて 保育現場への創造的メッセージについて 

第２回：造形環境の標準化と個性化 質標準と個性化のベクトル 

第３回：実習経験の分析 現場経験の振り返り 

第４回：実習経験からのテーマ発見  

第５回：CREATIVE METHOD 1遊具 室内遊具・玩具などの改良案発見 

第６回：CREATIVE METHOD 1遊具 室内遊具・玩具などの提案 

第７回：CREATIVE METHOD 2野外施設 砂場などの改良案発見 

第８回：CREATIVE METHOD 2野外施設 砂場などの提案 

第９回：CREATIVE METHOD 3室内施設 壁．ドア 室内施設からの改良案発見 

第 10回：CREATIVE METHOD 3室内施設 壁．ドア 室内施設の提案 

第 11回：CREATIVE METHOD 4自由テーマ 自主的テーマの発見 

第 12回：CREATIVE METHOD 4自由テーマ 自主的テーマでの提案 

第 13回：子どものための具象化デザイン１ 具象手段の考察 

第 14回：子どものための具象化デザイン２ 作品制作 

第 15回：作品発表１ 周囲からの学びと自己表現力 

第 16回：幼稚園における CIとは 

第 17回：幼稚園における CIの現状分析 

第 18回：子ども関係施設における CIの現状分析 

第 19回：理想とする幼稚園の保育方針 個性化の考察 

第 20回：幼稚園の CI造形物の考察１ 教育方針を軸に 

第 21回：幼稚園の CI造形物の考察２ 展開内容の考察 

第 22回：幼稚園の CI考造形物の察３ 具体物への落とし込み 

第 23回：幼稚園の CI造形物の考察４ まとめ 

第 24回：幼稚園のための具象化デザイン１ アイデア発想 

第 25回：幼稚園のための具象化デザイン２ 発想の落とし込み 

第 26回：幼稚園のための具象化デザイン３ 具象化の構想 

第 27回：幼稚園のための具象化デザイン４ 作品制作 

第 28回：幼稚園のための具象化デザイン５ 制作内容の自己分析 

第 29回：成果分析と今後の課題 

第 30回：作品発表２ 周囲からの学びと自己表現力 授業振り返り 

授業の概要と目的 
実習経験から現場の状況を考察し、造形的テーマの抽出と造形的創造を提案できる力をつけ

る。さらに幼稚園や保育現場の現状を俯瞰して考察する視点を養う。 

テキスト 使用しない。 

参考文献 
藤田復生 著書『造形』『紙あそび』 

必要に応じてプリント資料等を配布する。 



成績評価の基準・方法 
到達目標がどの程度達成されているかを、授業態度・制作姿勢(30%)、提出作品(70%)、によ

って総合的に評価する。 

質問・相談の受付方法 授業中または授業終了後 

履修条件 
積極的に学ぶ姿勢で臨むこと。 

ひとつひとつの課題に対して丁寧に向き合い、また納期を守ること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

保育について自ら考え創造していく発想力を身につけてほしい。 

造形に限らず、いままで学んだり経験したりしたことを複合的に活かしながら、表現の幅を

広げていきましょう。 

準備学習について 

課題に必要な資料を収集して持参したり、各自で準備すべき素材等が必要になる場合があり

ます。 

また、課題は指定された期限内に提出できるように進めましょう。 



 

講義科目名称： 音楽Ⅲ 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 二木秀幸、丸尾真紀子、漆畑江里、高久新吾、田代千早、藤本真理子、松下のぞみ、鷲巣貴乃 

テーマ 
【到達目標】音楽Ⅱで学んだ事を応用・発展させ、多くの曲を学ぶ。 

【テーマ】 幼稚園教諭として必要な、歌唱とピアノの技術を学ぶ。 

授業計画 

第１回    オリエンテーション（担当教員の決定） 

第２回    歌唱（担当：二木）「春のうた」を自然な声と歌唱表現を考えて歌う 

             ピアノ実技レッスン：練習曲①（重音・片手→両手）、コードネームの説 

             明・基礎（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第３回    歌唱（担当：二木）ヴォイストレーニングの習得 

             ピアノ実技レッスン：練習曲②（重音・両手）、コードネームの説明：コ 

             ードのしくみ（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第４回    歌唱（担当：二木）いろいろな「生活のうた」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：練習曲③（重音・仕上げ）、コードネームの説明： 

             コードの作り方（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第５回    歌唱（担当：二木）いろいろな「行事のうた」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：弾き歌い①選曲、コードネームでの伴奏付け：ハ長 

             調の曲①選曲（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第６回    歌唱（担当：二木）いろいろな「遊びうた」を歌う 

             ピアノ実技レッスン：弾き歌い②仕上げ、コードネームでの伴奏付け：ハ 

             長調の曲②コード付け（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲 

             巣） 

第７回    歌唱（担当：二木）発声指導法の習得 

             ピアノ実技レッスン：小品①（読譜）、コードネームでの伴奏付け：ハ長 

             調の曲③仕上げ（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第８回    歌唱（担当：二木）歌唱指導法の習得 

             ピアノ実技レッスン：小品②（片手→両手）、コードネームでの伴奏付け： 

             ヘ長調の曲①選曲（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第９回    歌唱（担当：二木）「夏のうた」を自然な声と歌唱表現を考えて歌う 

             ピアノ実技レッスン：小品③（仕上げ）、コードネームでの伴奏付け：ヘ 

             長調の曲②コード付け（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲 

             巣） 

第 10回   歌唱（担当：二木）ハーモニーの原理 

             ピアノ実技レッスン：練習曲④（保持音のある伴奏・片手→両手）、コー 

             ドネームでの伴奏付け：ヘ長調の曲③仕上げ（担当：丸尾・漆畑・高久・ 

             田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 11回   歌唱（担当：二木）ハーモニーの実際 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑤（保持音のある伴奏・両手）、コードネー 

             ムでの伴奏付け：ト長調の曲①選曲（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤 

             本・松下・鷲巣） 

第 12回   歌唱（担当：二木）小アンサンブル 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑥（保持音のある伴奏・仕上げ）、コードネ 

             ームでの伴奏付け：ト長調の曲②コード付け（担当：丸尾・漆畑・高久・ 

             田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 13回   歌唱（担当：二木）合唱指導法 

             ピアノ実技レッスン：弾き歌い③選曲、コードネームでの伴奏付け：ト長 

             調の曲③仕上げ、連弾グループ決め・選曲（担当：丸尾・漆畑・高久・田 



             代・藤本・松下・鷲巣） 

第 14回   歌唱（担当：二木）小さな発表会の準備 

             ピアノ実技レッスン：弾き歌い④仕上げ、連弾パート決め（担当丸尾・漆 

             畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 15回   歌唱（担当：二木）小さな発表会・鑑賞 

             ピアノ実技レッスン：弾き歌い⑤選曲、連弾練習開始・読譜（担当：丸尾・ 

             漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

             ＊中間発表会も予定しています。 

第 16回   歌唱（担当：二木）「秋のうた」を自然な声と歌唱表現を考えて歌う 

             ピアノ実技レッスン：小品④（読譜）、連弾パート練習（右手）（担当： 

             丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 17回   歌唱（担当：二木）子どもの歌・オリジナル曲の創作（素材の研究 

             ピアノ実技レッスン：小品⑤（片手→両手）、連弾パート練習（左手） 

             （担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 18回   歌唱（担当：二木）子どもの歌・オリジナル曲の創作（作詞） 

             ピアノ実技レッスン：小品⑥（仕上げ）、連弾パート練習（片手→両手） 

             （担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 19回   歌唱（担当：二木）子どもの歌・オリジナル曲の創作（作曲の方法） 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑦（指の独立・片手→両手）、連弾パート練 

             習（両手）（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 20回   歌唱（担当：二木）子どもの歌・オリジナル曲の創作（作曲） 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑧（指の独立・両手）、連弾パート練習（両 

             手仕上げ）（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 21回   歌唱（担当：二木）子どもの歌・オリジナル曲の創作（リハーサル） 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑨（指の独立・仕上げ）、連弾合わせ（自分 

             のパートをしっかり弾こう）（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松 

             下・鷲巣） 

第 22回   歌唱（担当：二木）子どもの歌・オリジナル曲の創作（発表） 

             ピアノ実技レッスン：弾き歌い⑥仕上げ、連弾合わせ（相手のパートを聴 

             いてみよう）（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 23回   歌唱（担当：二木）「冬のうた」を自然な声と歌唱表現を考えて歌う 

             ピアノ実技レッスン：弾き歌い⑦、連弾合わせ（自分のパートのバランス 

             をとろう）（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 24回   歌唱（担当：二木）レコーディング体験 

             ピアノ実技レッスン：小品⑦（読譜）、連弾合わせ（相手としっかり合わ 

             せてみよう）（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 25回   歌唱（担当：二木）レコーディングの展開 

             ピアノ実技レッスン：小品⑧（片手→両手）、連弾合わせ（相手の音をよ 

             く聴こう）（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 26回   歌唱（担当：二木）歌唱表現・歌唱指導を考えた弾き歌い 

             ピアノ実技レッスン：小品⑨（仕上げ）、連弾合わせ（自分のパートを弾 

             きながら相手の音を少し意識しよう）（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・ 

             藤本・松下・鷲巣） 

第 27回   歌唱（担当：二木）歌唱発表会の準備 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑩（ホ長調・片手→両手）、連弾合わせ（相 

             手とのバランスを考えよう）（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松 

             下・鷲巣） 

第 28回   歌唱（担当：二木）歌唱発表会のリハーサル 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑪（ホ長調・両手）、連弾合わせ（自分のパ 

             ートを弾きながら相手とのバランスをとってみよう）（担当：丸尾・漆畑・ 



             高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 29回   歌唱（担当：二木）歌唱発表会・鑑賞 

             ピアノ実技レッスン：練習曲⑫（ホ長調・仕上げ）、連弾合わせ（通し練 

             習）（担当：丸尾・漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

第 30回   歌唱（担当：二木）まとめ 

             ピアノ実技レッスン：弾き歌い⑧、連弾合わせ（仕上げ）（担当：丸尾・ 

             漆畑・高久・田代・藤本・松下・鷲巣） 

             定期試験：実技試験 

授業の概要と目的 

歌唱：音楽Ⅰ・Ⅱでの学習を更に発展させ、できるだけ多くの曲（遊び歌・行事の歌・季節

の歌等）を学ぶ。ピアノや他の楽器を演奏しながらの弾き歌い、子どもに対する歌唱指導の

スキルをアップする。そして単なる独唱・斉唱・合唱（アンサンブル）をするだけでなく、

それらを通じ、子どもたちがより一層音楽に親しみ楽しむことができるような指導を行える

応用力を身につける。またオリジナリティー豊かな歌唱表現を目指し、作詞・作曲にも取り

組む。 

ピアノ：進度に応じた選曲をし、レパートリーの幅を広げていく。 

＊授業の形態は音楽Ⅰ・Ⅱと同様。 

テキスト 音楽Ⅱで使用したもの。ピアノ小品・連弾曲は適宜選曲。 

参考文献 授業中、適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 授業への参加態度と実技試験により評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。 

履修条件 
子ども学科の学生であること。 

音楽Ⅰ、Ⅱを履修していること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

＊歌唱：独唱・斉唱・合唱（アンサンブル）を織り交ぜながら、よりたくさんの曲を歌い、

歌唱力を養う。歌唱指導を念頭に置きながら“弾き歌い”をする力を身につける。オリジナ

ル曲の創作に取り組む。 

＊ピアノ：進度に応じた個人レッスン。レパートリーを増やしながら、アンサンブルの体験

として連弾にも挑戦する。またコードネームによる伴奏付けも学ぶ。 

準備学習について 

＊レッスンを受ける曲は必ず練習してきてください。何も練習しなかった学生は授業を受け

る資格がありません。 

＊楽譜を忘れないこと。 



講義科目名称： 保育原理 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 永田 恵実子 

テーマ 

保育者に必要とされる保育の意義、基本概念の理解を深めます。子どもたちが健やかに育っ

ていくための、保育所保育指針等の基本と保育の内容や援助のあり方を学びます。さらに、

日本の保育のおかれている現状と課題及び地域社会と保育者との連携を理解できるように

します。 

授業計画 

第１回       授業のガイダンス、目的などについて 課題：保育の基本について考える 

             保育者とは何かを考える。 

第２回       保育の歴史   課題：西欧や日本における保育施設の誕生と発展を学ぶ 

             世界の保育施設を学ぶ。 

第３回       子どもの人権  課題：子どもの最善の利益と保育のありかたを理解する 

             子どもの人権をとは何かを考える。 

第４回       子どもの理解について 課題：子どもをみる「まなざし」を学ぶ 

             倉橋惣三の保育観を学ぶ。 

第５回       保育制度と現状（1） 課題：保育所保育指針を踏まえる ① 

             保育所保育指針を理解する① 

第６回       保育制度と現状（2） 課題：保育所保育指針を踏まえる ② 

             保育所保育指針を理解する② 

第７回       保育制度と現状（3） 課題：幼稚園教育要領を踏まえる ① 

             幼稚園の教育を理解する① 

第８回       保育制度と現状（4） 課題：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を学ぶ。 

第９回       地域に開かれた保育 課題：子育てコミュニティの中核としての支援 

             子育て支援の拠点を理解する。 

第 10回      保育の目標  課題：個と集団への配慮 

             個別保育・集団保育の違いとその意義を学ぶ。 

第 11回      保育の方法  課題：保育方法の基本的な考え方を知る 

             子どもの支援とは何かを学ぶ。 

第 12回      保育の内容  課題：保育内容の基本的な考え方を知る 

             保育内容 5領域を知る。 

第 13回      保育の実践  課題：計画、実践、記録、評価・改善の過程 

             保育士の保育の振り返りを学ぶ。 

第 14回      専門機関との連携  課題：「接続期」という捉え方を学ぶ 

             保育所・幼稚園と学校の連携の大切さを知る。 

第 15回      授業の総括・まとめ 課題：多様なニーズへの対応ができる保育者の理解 

             保育の大切さ、保育者とは何かについての総括をする。 

授業の概要と目的 

保育の意義、歴史、保育の原理と特性、保育環境、保育方法、発達と保育内容等についての

基本を理解し、保育者としての専門性を学んでいきます。また、子ども・子育て新制度につ

いても理解を深めます。 



テキスト 

テキスト名：よくわかる保育原理［第 3版］ 

ISBNコード：9784623066292 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者：森上史朗, 大豆生田啓友  価格：2,200円 

 

テキスト名：保育所保育指針解説書 

ISBNコード： 

出版社： フレーベル館 

著者：厚生労働省編  価格：205円 

 

テキスト名：幼稚園教育要領解説書 

ISBNコード： 

出版社： フレーベル館 

著者：文部科学省編  価格：205円 

 

テキスト名：幼保連携型認定こども園 教育・保育要領解説  

出版社：フレーベル館  価格：249円 

参考文献 新刊参考文献は授業の中で紹介します。 

成績評価の基準・方法 

方法：レポート（ほぼ毎回）・自己評価（毎回）・記述試験（1回） 

項目と割合：自己評価（10％）・授業態度（20％）・レポート（20％）・まとめ試験（50％）

の合計 100％で評価します。 

質問・相談の受付方法 授業の前後やメール等で受けつけます。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
子どもは、保育者と豊かな経験をしながら様々に発達をしていきます。子どもの育つ環境は、

周囲の大人に委ねられています。この学びを大切にしてください。 

準備学習について 
日々の新聞やニュースなどを通じ、より具体的な保育の知識をつけていきましょう。 

授業終了後には次回の予習について伝えます。 



 

講義科目名称： 乳児保育 

開講期間： 通年 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 内田 一女 

テーマ 保育士として必要な、乳児保育の基礎知識を理解し、実践を身につける 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       乳児保育の意義① 

第３回       乳児保育の変遷 

第４回       乳児保育の重要性 

第５回       ５才児を見通しての乳児保育 

第６回     ０歳児前半 後半の発達と保育・実践記録の G討議・全体発表① 

第７回     ０歳児前半 後半の発達と保育・実践記録の G討議・全体発表② 

第８回     ０歳児前半 後半の発達と保育・実践記録の G討議・全体発表③ 

第９回     ０歳児前半 後半の発達と保育・実践記録の G討議・全体発表④ 

第 10回     １歳児の発達と保育・実践記録の G討論・全体発表① 

第 11回     １歳児の発達と保育・実践記録の G討論・全体発表② 

第 12回     １歳児の発達と保育・実践記録の G討論・全体発表③ 

第 13回    ２歳児の発達と保育・実践記録の G討論・全体発表① 

第 14回    ２歳児の発達と保育・実践記録の G討論・全体発表② 

第 15回     ２歳児の発達と保育・実践記録の G討論・全体発表③ 

第 16回       乳児の基本的習慣の意義 

第 17回     『食事』『睡眠』『排泄』の意義と実践① 

第 18回     『食事』『睡眠』『排泄』の意義と実践② 

第 19回     『食事』『睡眠』『排泄』の意義と実践③ 

第 20回     『食事』『睡眠』『排泄』の意義と実践④ 

第 21回     乳児の遊び ① 

第 22回     乳児の遊び ② 

第 23回     乳児の遊び ③ 

第 24回     乳児の環境 ① 

第 25回     乳児の環境 ② 

第 26回     乳児の環境 ③ 

第 27回       乳児の子育て支援・事例検討 

第 28回       乳児保育における職員間の連携 

第 29回       乳児保育に関する諸課題 

第 30回       まとめ 

授業の概要と目的 

・『乳児保育』の意義の理解。 

・乳児の発達の理解。 

・乳児保育を実践する力を身につける。 

・乳児保育に必要な環境構成や援助の出来る力をつける。 

テキスト プリント配布 

参考文献 乳児期の発達と生活・あそび 長瀬美子著 



成績評価の基準・方法 
レポート 80点  

実技 20点 

質問・相談の受付方法 授業終了時 随時 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】  人数等検討して 

メッセージ 
人間が成長して行く上での根幹の部分が乳児期の育ちにあります。その次期を如何に豊かに

過ごすことができるのか 一緒に考えて行きましょう。 

準備学習について 
受講した内容について参考文献と照らし合わせてノートをまとめる。絵本等の実技に関して

事前に準備する。 



 

講義科目名称： 子どもと遊び 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 増田 おさみ 

テーマ 
・子どもに必要な遊びを理解し、実際に子どもと遊ぶ力をつける。 

・子どもの発達にあった遊びの指導ができるようにする。 

授業計画 

第１回       子どもと遊び 

第２回       音楽遊び 年齢にあった音楽遊び わらべうたほか  

第３回       音楽遊び てあそび・うたあそび他 楽器あそび  

第４回       そとあそび・体験学習 

第５回       さんぽ 外に出る時の注意事項 

第６回       遊びとことば 

第７回       子どもと絵本 

第８回       日用品を使ってあそぶ  

第９回       造形遊び 廃材を使っての工作  

第 10回      造形遊び 絵の具遊び 

第 11回      四季の行事のあそび 

第 12回      自由遊び おもちゃ 

第 13回      造形遊び 工作 

第 14回      親子遊び・子育て支援でのあそび 

第 15回      グループ・ワーク 

授業の概要と目的 
実技・実践を通して、遊びの意義や意味を理解し、実際に現場で指導できるようになるため

の授業を行う。 

テキスト 

テキスト名：『子育てのキホンの話』 

ISBNコード： 

出版社： 

著者：あそび子育て研究協会 増田おさみ・大川美佐子・金沢敬子 

価格（税抜）：1,000円 

参考文献 
片山義弘・石井眞治編『乳幼児発達心理学』福村出版 

岡本夏木著『幼児期』岩波新書 

成績評価の基準・方法 

・学ぶ意欲：意欲的に学んでいたか 

・理解度：理解はできたか      

・実技：実践できる力がついたか 

などを総合的に鑑み、評価する。 

質問・相談の受付方法 面接・メールにて質問を受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 

学生には、ともに、楽しく学び遊ぶことを通して、あそびの意味・意義を知ってもらえれば

と思います。 

皆様と共に学習できることを楽しみにしています。 

準備学習について 
授業終了後、実施した内容を各自まとめ、復習し、次回の授業につなげる。 

次回の持ち物を準備、確認し、実施する内容の計画を立てる。 



 

講義科目名称： 保育心理学演習 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 上野 永子 

テーマ 保育実践のための子ども理解 

授業計画 

第１回       発達と子どもを取り巻く環境 

第２回       発達の個人差 

第３回       身体・運動と情緒の発達 

第４回       人的環境をめぐる問題 

第５回       子ども相互の関わり方の発達 

第６回       自己意識の発達 

第７回       子ども集団の特性と社会性の発達 

第８回       子どもの生活・学びと地域社会 

第９回       遊びを通しての学びと発達 

第 10回      生涯発達と生きる力の養成 

第 11回      基本的生活習慣の獲得 

第 12回      主体性・自主性の形成 

第 13回      発達課題の達成をめぐる問題 

第 14回      発達の連続性をめぐる問題 

第 15回      保育上の問題と支援・援助 

授業の概要と目的 

本講義は、保育実践に必要とされる、子どもの発達やその環境の在り方に関する知識につい

て学びます。具体的には、すでに明らかにされている子どもの心身の発達のプロセス、生活

や遊びを通しての子どもの経験や学習プロセス、保育における発達援助の方法について修得

することを目的とします。 

 また、ほぼ毎回グループディスカッションを行い、理論と実践をつなげて考えることが出

来るようにします。 

テキスト 

テキスト名：保育者養成シリーズ 保育の心理学Ⅱ 

ISBN-13: 978-4863590397 

出版社：一藝社 

著者：林 邦雄・谷田貝公昭 

価格（税抜）：2,200円 

参考文献 講義中、適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 講義中に課すレポート（30%）と学期末の筆記試験（70％）で評価します。 

質問・相談の受付方法 オフィスアワー（後日掲示）にて、質問・相談に応じます。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 

子育てに正解はありません。どのようなあり方が、その子どもにとってより良いのかを悩み

ながら実践するプロセスに、「答えらしきもの」が見え隠れします。「答えらしきもの」を

一緒に考えてみましょう！ 

準備学習について 授業終了後に、次回の予習内容を指示します。 



 

講義科目名称： 子どもの保健Ⅰ 

開講期間： 通年 配当年： 2年 単位数： 4 必選： 選択 

担当教員： 柴田 百合子 

テーマ 
子どもの発育発達過程における様々な疾患や、健康保持増進の意義、取り巻く環境等を理解

する。 

授業計画 

第１回       「子どもの保健Ⅰ」概要説明・学ぶ意義について  

             （１年時で学習した専門科目の振り返り） 

第２回       「専門職に必要な要素とは何か。」 ①グループワーク・発表・まとめ 

第３回       子どもの保健の目標・実践・構成 (生命の保持・健康の概念 他) 

第４回       母子保健及び地域における保健 

             （＊ご自身の「母子健康手帳」を用意できる方は持参して出席してください）           

第５回       母性・父性を考える  

             （＊妊婦体験を予定 副読本を持参の事） 

第６回       第五講を踏まえて ①グループワーク 発表・まとめ  

第７回       子どもの発育・発達と保健 

第８回       子どもの食事と栄養（母乳栄養含む） 

第９回       子どもの生理機能の発達と保健 

第 10回      子どもの運動機能の発達と保健① 

第 11回      子どもの精神機能の発達と保健② 

第 12回      子どもの精神保健  

第 13回      子どもを取り巻く環境  

第 14回      子どもの生活と養育   

第 15回      子どもの成長を見守る法律 半期の振り返り 

第 16回      第１２・１３講を踏まえて ③グループワーク  

第 17回      ④グループワーク発表 まとめ  

第 18回      子どもの疾病と対応 健康と病気・異常への対応 

第 19回      乳幼児期の病気 ウィルス・細菌感染症・予防接種 他 

第 20回      乳幼児期の病気 アレルギー疾患 他 

第 21回      乳幼児期の病気 呼吸器・循環器・消化器 他 

第 22回      乳幼児期の病気 泌尿器科・代謝・内分泌系 

第 23回      乳幼児期の病気 運動器 他 

第 24回      乳幼児期の病気 こころ・精神・神経系 

第 25回      病児と保育・障がい児と保育 

第 26回      保育現場の環境・安全・衛生管理 

第 27回      子どもの事故への対応 (発達過程における事故含む) 

第 28回     母子保健の施策および現状 

第 29回      地域子育て支援における保育所・保育士の役割 

第 30回      第２９講を踏まえて⑤グループワーク 発表・まとめ 終講 

             ＊講義はテキストのページに沿って進行していませんので注意してください。 



授業の概要と目的 

概要：子供が心身ともに健やかに成長発達するために、専門職として健康の保持増進、疾病

に関する知識・技術を習得する。 

①生命の誕生を理解し、子どもが健康で健やかに成長発達する過程での養護の意義を理解す 

る。 

②子どもの発達過程を理解するとともに、過程で生じる様々な身体・精神的な変化及び異常 

をキャッチする観察眼を養う。 

②専門職種として、同職種、保護者、他職種と連携が図れるよう健康課題を理解する。 

③子どもに関連する現代社会情勢を理解するとともに、自身の人間性・母性・父性を涵養す 

る。 

テキスト 

１）テキスト名：新保育士養成講座 第７巻 「子どもの保健」改訂２版 

ISBN：978-4-7935-1170-7    出版社：全国社会福祉協議会 

著者名：新 保育士養成講座編纂委員会 委員長 網野武博  価格（税抜）：1,900円 

 

２）テキスト名：「嫁ハンをいたわってやりたい ダンナのための妊娠出産読本」 

ISBN：978-4-06-272913-0   出版社：講談社＋α新書  著者名：萩田和秀   

価格（税抜）：760円 妊娠・出産に関する副読本です。 

参考文献 

１・梶谷喬 佐々木正美 他著：医療保育 ぜひ知っておきたい小児科知識 改訂第４版 

 診断と治療社 

２・鴨下重彦 柳沢正義監修：こどもの病気の地図帳 講談社  

＊必要と思われる文献等は、適宜講義の中で紹介する予定。 

成績評価の基準・方法 

・学期末試験での評価（５０％） 

・講義中の態度・グループワークへの取り組み・小テスト・レポート提出などを評価する。

（５０％） 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室で受け付ける予定。 

履修条件 

・第１回目の講義で座席・グループを決めるため、講義に出席しない者の履修は認めない。

指定のテキストは必ず個人で用意し講義には持参すること。 

・講義を欠席した場合、次回講義までに欠席時の講義内容を各自で確認すること。 

＊講義中のスマホ・携帯端末操作及び講義に無関係な私語は厳禁とする。 

（上記が発覚した際や、他者講義の妨げになる私語は本人即退室、欠席扱いとする。） 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

・子どもの理解を深めるため、妊娠から出産までを含めて学び、将来のご自身の「専門職・

家庭人としての姿を思い描けるようになって欲しい。」と考えています。同時に社会情勢に

も関心を持ち、メディア等を利用し関連情報をキャッチし、子どもを取り巻く環境にも目を

向けてゆきましょう。 

「Ｔｈｅ Ｃｈｉｌｄ ｉｓ ｆａｔｈｅｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｍａｎ．」を忘れずに！ 

準備学習について 

・読みやすく楽しい内容で過去にドラマ化された、「嫁ハンをいたわってやりたい ダンナ 

のための妊娠出産読本」を第４回講義までに読み終えること。 

・予習・準備が必要な回は、事前に講義の中で説明する予定。復習は各自の自己判断で。 

・講義中予告なく小テストを実施する事がある。 



 

講義科目名称： 子どもの保健Ⅱ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 柴田 百合子 

テーマ 「子どもの保健」の意義を理解し、習得した知識を保育現場で実践・展開できる力を養う 

授業計画 

第１回：「子どもの保健Ⅱ」の概要説明 保育における保健計画と保健活動  

第２回：乳幼児の身体測定演習・発達評価 

             （＊持参できる方は母子健康手帳を持参してください。） 

第３回：子どもの保健にかかる個別・集団対応、子どもの健康増進と保育環境 

第４回：子どもの様子観察と・体調不良時の対応・感染症の予防と対策 

             （ 効果的な手洗い・グローブの着脱演習 ） 

第５回：子どもの生活習慣・心身の発達援助と保健活動 

             （ バイタルサイン測定演習 ） 

第６回：おむつ交換・沐浴・等の演習 他 

第７回：第５回の講義を踏まえての課題演習  ①グループワーク 

第８回：乳幼児への適切な対応 ・課題演習  

第９回：個別な対応を要する子どもへの対応  

第 10回：慢性疾患・食物アレルギー・糖尿病児等への対応 

第 11回：医療行為が必要な子供への対応 ②グループワーク 

             （ エピペン使用演習 ） 

第 12回：保育における看護、事故防止及び救急蘇生法・救急処置について 

             （ 救急車要請ロールプレイを予定） 

第 13回：事故時の応急処置演習  

             （ ＊ベビー・アン使用してのロールプレイ ） 

第 14回：災害への備えと危機管理  ③グループワーク   

第 15回：子どもの養育環境、心とからだの健康 講義総括 

授業の概要と目的 

概要：「子どもの保健Ⅰ」で学んだ知識を、演習体験等に結び付け保育現場等で実践に繋げ

ることを目指す。 

① 子どもの保育に必要な援助技術を展開する際の、手順・留意点を述べることができる。 

②子どもの病気・事故の際の対処方法及び関係者との連携について述べることができる。 

③演習時の備品の用意、片付け、環境整備等に積極的に参加し、チームワーク・連携の意義 

を再確認する。 

テキスト 

１）テキスト名：基本保育シリーズ１１ 子どもの保健Ⅱ  

ISBN：978 -4-8058-5211-8    出版社：中央法規出版 

著者名：監修 公益財団法人児童育成協会 編集 松田博雄・金森三枝  

価格（税抜）：2,000円 

２）テキスト名：新保育士養成講座 第７巻 「子どもの保健」改訂２版 

＊上記テキストは、前期「子どもの保健Ⅰ」で購入済み「子ども保健Ⅱ」でも使用する。 

参考文献 
１．白木和夫・高田哲 編集 ナースとコメディカルのための小児科学 日本小児医事出版 

２．今津ひとみ・加藤尚美 編著 母性看護学 ２産褥・新生児第二版 医師薬出版 

成績評価の基準・方法 
・学期末の筆記試験での評価（５０％） 

・講義中の態度・グループワーク・演習への取り組み・小テスト・提出レポート（５０％） 

質問・相談の受付方法 ・講義終了後、教室で受け付ける予定。 



履修条件 

・「子どもの保健Ⅰ」を履修中または単位取得済みであること。 

・第１回目の講義で座席・グループを決めるため、第１回講義に出席しない者の履修は認め 

ない。 

・今回指定のテキストは各自用意し、前期購入したテキストも必ず持参すること。 

＊講義中のスマホ端末操作及び講義に無関係な私語は厳禁。 

（スマホ等の端末操作が発覚した際や他者に迷惑な私語は、本人は即退室、欠席扱とする。） 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

・保育の専門職として「子どもの保健Ⅰ」で習得した知識を再確認しつつ、必要な技術等体

験学習（演習）を通じて習得してゆく。演習に積極的に参加し、保育現場での保健活動を疑

似体験します。実際とは大きくかけ離れる場面がほとんどですが、個人で、またグループで

手順等を確認しながら体験してゆくことを希望する。 

「Ｔｈｅ ｌｅｏｐａｒｄ ｃａｎｎｏｔ ｃｈａｎｇｅ ｈｉｓ ｓｐｏｔｓ．」 

準備学習について 

・実技演習が予定されている回の講義に際しては、体験する行為・技術に関して演習ポイン

ト等をノートに整理して出席する等の予習が必要となる。 

・準備学習が必要の際は、講義の中で適宜指示する予定。 

・講義中、予告なく小テストを実施する場合がある。 



 

講義科目名称： 子どもの食と栄養 

開講期間： 通年 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 田﨑 裕美 

テーマ 子どもの心身の健全な発育・発達にとって、重要な食と栄養に関する知識・技術を習得する 

授業計画 

第１回       オリエンテーション ：子どもの健康と食生活の意義 

第２回       子どもの食生活の現状と課題 演習１：食生活のチェツク 

第３回       保育所等における「食」に関する指針と食育 

第４回       栄養の基本的概念と栄養素の働き① 

第５回       栄養の基本的概念と栄養素の働き② 

第６回       日本人の食事摂取基準 

第７回       食品の基礎知識  

第８回       健全な食生活のための献立作成 

第９回       子どもの発育・発達と食生活 

第 10回      子どもの栄養と生理 

第 11回      子どもの発育・発達と食生活 １）授乳期の意義と食生活 

第 12回      子どもの発育・発達と食生活 ２）母乳育児の支援 演習２：調乳法・授乳法 

第 13回      子どもの発育・発達と食生活 ３）離乳期の意義と食生活 

第 14回      子どもの発育・発達と食生活 ４）離乳食の献立と調理 演習３：離乳食 

第 15回      まとめ 

第 16回      授乳期・離乳期の意義と食生活 

第 17回      幼児期の心身の健康と食生活 

第 18回      幼児期の心身の健康と食生活 演習１： 幼児食と食事バランスガイド 

第 19回      幼児期の心身の健康と食生活 演習２： 幼児期の間食 

第 20回      幼児期の心身の健康と食生活 演習３： 幼児期のお弁当 

第 21回      学童期・思春期の心身の発達と食生活 

第 22回      妊娠期の心身の発達と食生活 

第 23回      食育の基本と内容 

第 24回      食育の基本と内容 演習４：食育指導計画の作成及び家庭への周知 

第 25回      食育の基本と内容 演習５：食育指導 

第 26回      家庭における食事と栄養 

第 27回      児童福祉施設における食事と栄養 

第 28回      特別な配慮を要する子どもへの食と栄養 ① 

第 29回      特別な配慮を要する子どもへの食と栄養 ② 

第 30回      子どもの栄養と食 総まとめ 

授業の概要と目的 

乳幼児の心身の健全な発達にとって、重要となる食と栄養に関する知識・技術を習得するこ

とを目標とする。妊娠期から始まり、乳児期・幼児期・学童期までの食生活と栄養の在り方

を考え、正しい実践を行うことは、豊かな人間性を育て、生きる力を育み、発育を支え健康

な体と習慣をつくるうえで、重要である。本授業では、保育者にとって、子どもの健全な成

長を支えるうえで必要な子どもの食と栄養に関する正しい知識と技術を身につけ、指導に必

要な技能を習得することを目的とする。 



テキスト 

テキスト名：『子どもの食と栄養演習』 

ISBNコード： 

出版社：建帛社 

著者：小川雄二 編著 

価格（税抜）： 

参考文献 授業内で随時、紹介します。 

成績評価の基準・方法 授業態度・演習レポート（３０％）と定期試験（７０％）で総合的に評価します。 

質問・相談の受付方法 
メール（tazaki_11@suw.ac.jp）や口頭、リアクションペーパーでの質問・相談に、は随時

対応します。授業終了後やオフィースアワーは、介護福祉棟 305研究室で対応します。 

履修条件 子ども学部 子ども学科の学生のみ。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
食育は知育、徳育、体育の基本であり、心身の健全な発達とともに、人格形成にも影響を及

ぼします。食育の重要性を日頃の食生活から認識し、積極的な学習を心がけてください。 

準備学習について 授業内容を復習し、演習課題について積極的に取り組んでください。 

mailto:tazaki_11@suw.ac.jp


 

講義科目名称： 保育所実習指導Ⅰ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 山田美津子、橘田重男、岡村由紀子、山下紗織 

テーマ 
保育所実習に向けての準備および実習後の反省と自己評価に基づき、新たな自己課題を明確

にする。 

授業計画 

第１回       保育所実習の意義・目的と内容を理解する 

第２回       保育所の役割と保育士の仕事の理解 

第３回       子どもの理解 

第４回       障害児の理解 

第５回       保育所の理解（外部講師） 

第６回       １日見学実習オリエンテーション 

第７回       １日見学実習 

第８回       １日見学実習報告会 

第９回       指導計画の理解と立案 

第 10回      指導計画に基づく保育実践と評価 

第 11回      実技指導 

第 12回      実習記録の意義と日誌の書き方 

第 13回      本実習のためのオリエンテーション 

第 14回      事後指導①（自己評価と個別指導） 

第 15回      事後指導②（実習報告会） 

授業の概要と目的 

保育実習の意義・目的・内容を理解し、自らの課題を明確にする。また実習の計画・実践・

観察・記録・評価の方法や内容について具体的に理解し、実習後は実習の総括と自己評価を

行い、新たな課題や学習目標を明確にする。 

テキスト 『保育実習の手引き』静岡福祉大学 保育実習委員会編 

参考文献 随時、紹介する。 

成績評価の基準・方法 受講態度、レポート等の提出状況とその内容により、評価する。 

質問・相談の受付方法 随時 

履修条件 実習内規による科目の単位を取得していること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 実習に関する大事な授業ですので、遅刻・欠席がないように留意してください。 

準備学習について 
授業で課された課題（授業後のレポートや一日見学実習記録）を必ず期日までに提出するよ

うにしてください。 



 

講義科目名称： 保育実習Ⅰ 

開講期間： 保:後/施:前 配当年： 保:2/施:3 単位数： 4 必選： 選択 

担当教員： 山田美津子、橘田重男、岡村由紀子、山下紗織 

テーマ 児童福祉施設、保育士および子どもについて理解する。 

授業計画 

  １．     保育所の生活の流れを理解する（保育所） 

  ２．     子どもの観察やかかわりを通して、乳幼児の発達を理解する（保育所） 

  ３．     保育士の職務内容と役割、職員間のチームワークについて理解する（保育所） 

  ４．     保育士としての倫理や、安全及び疾病予防への配慮について理解する 

（保育所） 

  ５．     保育計画・指導計画を理解し、生活や遊びなどの一部分を担当して保育技術 

を学ぶ（保育所） 

  ６．     児童福祉施設（障害者支援施設も含む）の実際と、養護の一日の流れを理解 

する（施設） 

  ７．     観察やかかわりを通して、子ども（利用者）の実態とニーズを理解する 

（施設） 

  ８．     施設保育士の職務内容と役割、職員間のチームワークについて理解する 

（施設） 

  ９．     施設保育士としての倫理や、安全及び疾病予防への配慮について理解する 

（施設） 

  10．     支援計画を理解し、生活や支援などの一部分を担当して養護技術を学ぶ 

（施設） 

授業の概要と目的 

１．児童福祉施設の役割や機能を具体的に理解する。 

２．観察や子どもとのかかわりを通して子どもへの理解を深める。 

３．保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。 

テキスト 
『保育実習の手引き』（静岡福祉大学で作成したテキストなので購入の必要はありません。

授業内で配布します。） 

参考文献 『保育所保育指針』 

成績評価の基準・方法 
実習先の評価（50％）、実習日誌の評価（30％）、個別指導担当教員による評価（20％）で

評価する。 

質問・相談の受付方法 随時、実習担当教員が受け付ける。 

履修条件 【必須要件】「保育原理」「乳児保育」「子ども家庭福祉」を単位取得済であること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 実際に子どもとかかわることを通して、学びを深めましょう。 

準備学習について 

実習指導の授業に出席し、準備をしてから実習に臨んでください。 

また、実習日誌他、課された課題は必ず指定された期日までに実習先及び大学まで提出する

こと。 



 

講義科目名称： 言語表現 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 山下 紗織 

テーマ 子どもの遊びを豊かに展開するための、ことばに関する知識や技術を身につける。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション・ことばあそびいろいろ 

第２回       自己紹介カード（つくる） 

第３回       自己紹介カード（発表する） 

第４回       絵本から広がる遊び（導入） 

第５回       絵本から広がる遊び（考える） 

第６回       絵本から広がる遊び（つくる） 

第７回       絵本から広がる遊び（発表する） 

第８回       素話（導入） 

第９回       素話（考える・つくる） 

第 10回      素話（発表する） 

第 11回      パネルシアター（導入） 

第 12回      パネルシアター（考える） 

第 13回      パネルシアター（つくる） 

第 14回      パネルシアター（発表する） 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

保育の内容を理解し、子どもの「言語表現」活動に関する知識や技術を習得する。具体的に

は、ことばによる表現活動に係る保育方法や、教材などの活用方法を知り、保育環境の構成

について学ぶ。また、子どもの経験や様々な表現と児童文化財等とをどのように結びつけて

遊びを展開させたらよいか学ぶ。 

テキスト 特にありません。必要に応じてプリントを配布します。 

参考文献 授業の中で適宜ご紹介します。 

成績評価の基準・方法 発表（50％）、提出物（30％）、授業への参加の様子（20％）で評価します。 

質問・相談の受付方法 福祉創造館 504（山下）研究室までいらしてください。 

履修条件 特に設けません。保育士資格を取得したい学生さんは必ず履修してください。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 
保育内容（言葉）よりも、より実践に近い授業をいっしょにつくりあげたいと思っています。

「あそび」ながら学びましょう！ 

準備学習について 
制作・発表のための準備が必要になります。「やりたい」のきもちをみつけて（みつめて）

取り組んでくれたらと思います。 



 

講義科目名称： 施設実習指導Ⅰ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 山田美津子、山下紗織、田口喜久恵 

テーマ 
実習施設の機能・役割、養護・支援内容、保育士の仕事を理解し、実習後の反省と自己評価

に基づき、新たな自己課題を明確にする。 

授業計画 

第１回       施設実習の意義と目的 

第２回       実習施設の理解  

第３回       施設の理解①（児童養護施設－外部講師：施設職員） 

第４回       施設の理解②（障害児入所施設－外部講師：施設職員） 

第５回       施設の理解③（障害児入所施設－外部講師：施設職員） 

第６回       施設の理解④（児童発達支援センター－外部講師：施設職員） 

第７回       実習の方法と内容の理解 

第８回       実習前個別指導（実習の課題） 

第９回       実習に必要な技術 

第 10回      実習の計画と課題 

第 11回      日誌の書き方 

第 12回      本実習のためのオリエンテーション 

第 13回      事後指導①（自己評価と個別指導） 

第 14回      事後指導②（自己評価と個別指導） 

第 15回      事後指導③（実習報告会） 

授業の概要と目的 

施設実習の意義・目的を理解し、自らの課題を明確にする。また施設の役割や施設利用児（者）

の特性、施設職員の職務と専門性等について理解するとともに、子どもの人権と最善の利益

の考慮、プライバシーの保護と守秘義務等について理解する。実習の事後指導を通して実習

の総括と自己評価を行い、新たな課題や目標を明確にする。 

テキスト 『実習の手引き』静岡福祉大学 保育実習委員会編 

参考文献 随時、紹介する 

成績評価の基準・方法 受講態度、レポート等の提出状況とその内容により評価する。 

質問・相談の受付方法 随時 

履修条件 実習内規による科目の単位を取得していること 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 実習に関する大事な授業ですので、遅刻・欠席がないように留意してください。 

準備学習について 授業で課された課題や提出物を必ず期日までに提出するようにしてください。 



 

講義科目名称： 保育所実習指導Ⅱ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 橘田重男、山下紗織 

テーマ 
保育実習Ⅰ(保育所)の経験を踏まえ、保育について総合的に理解を深め、実習後の反省と自

己評価に基づき、保育に対する課題や認識を明確にする。 

授業計画 

第１回       保育実習Ⅱガイダンス、保育実習Ⅱの意義と目的 

第２回       実習の自己課題－保育実習Ⅰを踏まえて 

第３回       多様な保育の展開と保育士の業務および職業倫理 

第４回       子どもの発達と保育者の多様な援助・指導 

第５回       実技指導① 

第６回       実技指導② 

第７回       子どもの保護者支援および地域子育て家庭への支援 

第８回       日誌の書き方 

第９回       指導計画の立案 

第 10回      指導計画に基づく保育実践と評価① 

第 11回      指導計画に基づく保育実践と評価② 

第 12回      実習前オリエンテーション 

第 13回      実習目的に対する達成度の自己評価、自己課題の整理 

第 14回      実習全体報告会 

第 15回      個別指導 

授業の概要と目的 

保育実習Ⅰの経験を踏まえ、保育所の役割や機能についてさらに理解を深めるとともに、保

育の計画、実践、記録および自己評価等について実際に取り組み理解を深める。保育士の業

務内容や職業倫理について具体的な実践に結び付けて理解し、保育士としての自己の課題を

明確化する。 

テキスト 『保育実習の手引き』静岡福祉大学 保育実習委員会編 

参考文献 随時、紹介する 

成績評価の基準・方法 受講態度、レポート等の提出状況とその内容により評価する。 

質問・相談の受付方法 随時 

履修条件 実習内規による科目の単位、および保育実習Ⅰの単位を取得済みであること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 実習を想定し、主体的に取り組むことを期待しています。 

準備学習について 
次時の予告や課題をしっかり受けとめ、自分なりの準備と心構えを持ち、授業に臨んでくだ

さい。 



 

講義科目名称： 保育実習Ⅱ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 橘田重男、山下紗織 

テーマ 
保育実習Ⅰ（保育所実習）の経験を踏まえ、保育所と保育士の役割や子ども理解を更に深め

る。また、実習後の反省をもとに、保育に対する課題を明確化する。 

授業計画 

１．         保育所の役割と機能 

２．         保育所における保育実践や子ども支援の実際 

３．         保育士としての自己課題の明確化 

授業の概要と目的 

保育実習Ⅰ（保育所実習）の経験を踏まえた上で、保育所の役割や機能、保育士の職務内容

や職業倫理などについて、実践を通して理解を深める。また、児童福祉施設としての保育所

の理解をもとに保護者支援や子育て支援のための知識、技術、判断力などを養うとともに、

保育士としての自己課題を明確化する。 

テキスト 特になし 

参考文献 随時紹介する。 

成績評価の基準・方法 
実習先の評価（50％）、実習日誌の評価（30％）、個別指導担当による評価（20％）から評

価する。 

質問・相談の受付方法 必要に応じて随時受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】「教育・保育課程論」「教職・保育者論」「子どもの保健Ⅰ、Ⅱ」を単位取得

済であること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
保育実習としては最後の実習となります。自分の課題が明確になる、実りある実習になるこ

とを願っています。 

準備学習について 
事前指導を通して、十分な準備をしてください。また、心身ともに体調をととのえてくださ

い。 



 

講義科目名称： 施設実習指導Ⅱ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 山田美津子、田口喜久恵 

テーマ 
保育実習Ⅰ(施設)の経験を踏まえ、施設と保育士の役割や入所児童の理解をさらに深め、実

習後の反省と自己評価に基づき、保育に対する課題や認識を明確にする。 

授業計画 

第１回       保育実習Ⅲガイダンス、保育実習Ⅲの意義と目的 

第２回       実習施設の理解 

第３回       実習内容の理解（種類別のグループ指導）① 

第４回       実習内容の理解（種類別のグループ指導）② 

第５回       実習前個別指導（実習の課題） 

第６回       実習前個別指導（実習生調書の作成） 

第７回       実習前個別指導 

第８回       保育士の専門性と職業倫理の理解 

第９回       実習に必要な技術 

第 10回      実習の計画と課題 

第 11回      日誌の書き方 

第 12回      本実習のためのオリエンテーション 

第 13回      事後指導①（施設種類別報告会） 

第 14回      事後指導②（自己評価と個別指導） 

第 15回      事後指導③（実習報告会） 

授業の概要と目的 

保育実習Ⅰ（施設）の経験を踏まえ、児童福祉施設等（保育所以外）の役割や機能について

具体的な実践を通して理解を深めるとともに児童家庭福祉および社会的養護に対する理解

をもとに、保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判断力を養い、保育士としての自己

の課題を明確化する。 

テキスト 授業内で指示します。 

参考文献 随時、紹介する 

成績評価の基準・方法 受講態度とレポート等の提出状況とその内容により、総合的に評価する。 

質問・相談の受付方法 随時 

履修条件 実習内規による科目の単位を取得していること 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ - 

準備学習について 授業内で指示します。 



 

講義科目名称： 保育実習Ⅲ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 山田美津子、田口喜久恵 

テーマ 

保育実習Ⅰ（保育所と幼保連携型認定こども園を除く施設施設における実習）の経験を踏ま

え、施設と保育士の役割や入所児童の理解をさらに深め、実習後の反省と自己評価に基づき、

保育に対する課題や認識を明確にする。 

授業計画 

１.児童福祉施設等（保育所と幼保連携型認定こども園以外）の役割と機能 

２.施設における支援の実際 

３.保育士の多様な業務と職業倫理 

４.保育士としての自己課題の明確化 

授業の概要と目的 

保育実習Ⅰ（保育所と幼保連携型認定こども園以外における実習）の経験を踏まえ、児童福

祉施設等の役割や機能、保育士の職務内容や職業倫理について実践を通して理解を深める。

また、家庭と地域の生活実態にふれて、児童家庭福祉および社会的養護に対する理解をもと

に保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判断力を養うとともに、保育士としての自己

の課題を明確化する。 

テキスト なし 

参考文献 随時紹介する 

成績評価の基準・方法 
①実習先の実習評価５０％、実習日誌の評価３０％、巡回指導を含む個別指導担当者による

評価２０％ 

質問・相談の受付方法 随時受け付ける 

履修条件 「社会的養護」「相談援助Ⅰ」「子どもの保健Ⅰ、Ⅱ」を単位取得済であること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ - 

準備学習について 授業内またはオリエンテーション等で指示します。 



 

講義科目名称： 社会福祉 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 山田 美津子 

テーマ 福祉専門職（保育士）として必要な知識を修得する。 

授業計画 

第１回       社会福祉の理念と概念 

第２回       社会福祉の歴史（明治～第二次大戦） 

第３回       社会福祉の歴史（第二次大戦後～昭和の終わりまで） 

第４回       社会福祉の歴史（平成の始め） 

第５回       社会福祉の歴史（社会福祉構造改革を中心に） 

第６回       社会福祉における利用者の保護にかかわる仕組み（権利擁護、苦情解決） 

第７回       社会福祉における利用者の保護にかかわる仕組み（情報提供、第三者評価） 

第８回       社会福祉の制度と法体系 

第９回       社会福祉行財政と実施機関 

第 10回      社会福祉施設等 

第 11回      社会福祉の専門職・実施者 

第 12回      相談援助の方法と技術 

第 13回      少子高齢社会への対応 

第 14回      諸外国の動向 

第 15回      社会福祉の動向と課題 

授業の概要と目的 

現代社会において保育士は家庭、地域社会、各種専門機関との連携が求められ、より広い視

野をもち、さまざまな場で専門性の発揮が期待されている。この授業では、1.現代社会にお

ける社会福祉の意義と歴史的変遷、2.社会福祉と児童家庭福祉との関連性、3.社会福祉の制

度や実施体系等、4.相談援助や利用者の保護にかかわる仕組み、5.社会福祉の動向と課題に

ついて学習する。学習を通して福祉専門職として必要な知識を修得することを目的とする。 

テキスト 

テキスト名：『社会福祉を学ぶ』 

ISBNコード： 

出版社：みらい 

著者：山田美津子、稲葉光彦編著 

価格（税抜）：2,000円 

参考文献 随時紹介する。 

成績評価の基準・方法 定期試験 80％、授業態度 10％、レポート 10％ 

質問・相談の受付方法 授業終了後または研究室に在室の時。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 日頃から社会福祉に関する身近な出来事やニュースに関心を持ってほしい。 

準備学習について 授業で課された課題（授業後のレポート等）を必ず期日までに提出するようにしてください。 



 

講義科目名称： 子ども家庭福祉 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 山田 美津子 

テーマ 子ども家庭福祉の意義、制度、現状と今後の動向、展望について理解する。 

授業計画 

第１回       児童福祉の理念、児童の人権擁護 

第２回       児童福祉の歴史（第２次世界大戦まで） 

第３回       児童福祉の歴史（第２次世界大戦以降） 

第４回       児童家庭福祉の制度と法体系 

第５回       児童家庭福祉の行財政と実施機関 

第６回       児童福祉施設 

第７回       多様な保育ニーズへの対応 

第８回       少子化と子育て支援 

第９回       児童虐待の現状と防止対策 

第 10回      ドメスティックバイオレンス 

第 11回      社会的養護 

第 12回      障がいのある児童の対応 

第 13回      少年非行等への対応 

第 14回      次世代育成支援 

第 15回      諸外国の動向と日本の児童家庭福祉の展望 

授業の概要と目的 

現代社会における子ども家庭福祉の意義と歴史的変遷について学び、「子どもの最善の利益」

を保障する意義と責任について学ぶ。また、子ども家庭福祉に関する制度と実施体系につい

て学ぶ。そして、子育て支援サービス、児童虐待の問題や非行への対応、障がい児への対応

など子ども家庭福祉の現状を学び、子ども家庭福祉の動向と展望について理解する。 

テキスト 

テキスト名：『子ども家庭福祉』 

ISBN：9784623079261 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者名：倉石 哲也 監修、伊藤 嘉余子 監修・編著、澁谷 昌史 編著 

価格（税抜）：2,200円 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 授業態度 10％、レポート 10％、期末試験 80％で評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了後またはオフィスアワー。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 意欲的、積極的に学習をしてください。 

準備学習について 授業で課された課題（授業後のレポート等）を必ず期日までに提出するようにしてください。 



 

講義科目名称： 家庭支援論 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 永田 恵実子 

テーマ 保育相談支援に必要な方法・支援技術・価値倫理について学ぶ 

授業計画 

第１回     家庭の意義と機能 家庭・家族とは何かを知る。 

第２回     家庭支援の必要性   なぜ家庭支援が必要なのかを理解する。 

第３回     保育士等が行う家庭支援の原理   保育士の家庭支援の在り方を考える。 

第４回     家庭生活を取り巻く社会状況の変化  社会の変化と家庭・家族について学ぶ。 

第５回     地域社会の変容と家庭支援  地域社会と家庭のつながりについて理解する。 

第６回     現代の家庭における人間関係  家庭における人間関係の変化について考える。 

第７回     男女共同参画社会とワーク・ライフ・バランス 

           ワーク・ライフ・バランスと家庭の結びつきについて学ぶ。 

第８回     子育て家庭の福祉を図るための社会資源 

           様々な子育て家庭の現状と社会資源の大切さをを理解する。 

第９回     子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進 

           様々な子育て支援施策と家庭との結びつきを知る。 

第 10回    多様な子育て支援サービスの概要  子育て支援サービスについて学ぶ。 

第 11回    保育所入所児童の家庭への支援  保育所での家庭支援について考える。 

第 12回    地域の子育て家庭への支援  地元の地域の子育て支援事業を学ぶ。 

第 13回    要保護児童および家庭に対する支援  

要保護児童の家庭支援を事例を通して考える。 

第 14回    子育て支援における関係機関との連携  関係機関との連携を事例を通して考える。

第 15回    子育て支援サービスの課題  子育て支援と家庭支援の課題についての総括をする。 

授業の概要と目的 

保育所保育指針において、保育士の専門性を生かした保護者支援の必要性がうたわれてい

る。保育士は子どもを保育するとともに、保護者に対する支援も重要である。保育士は家庭

への支援のための専門性を身に付け、児童福祉施設などでも幅広く展開できるようにしてい

くことが大切である。 

講義(演習)においては、保育所および児童福祉施設などにおける保育相談支援の意義、基本、

実際を理解できるようにする。 

テキスト 
テキスト名：『家庭支援論』 

出版社：中央法規 2016年 3月   著者：新保幸男・小林理 編著   価格（税抜）： 

参考文献 保育所保育指針、保育関連科目で使用しているテキストなど。また必要に応じて紹介する。 

成績評価の基準・方法 
演習への意欲・参加態度（30％）、グループワークの技法（10％）、課題レポート（30％）、

まとめテスト（30％）などを総合して評価する。 

質問・相談の受付方法 授業の前後に質問を受けつける。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 科目等履修生【不可】   聴 講 生 【不可】 

メッセージ 講義(演習)における主体的な参加を期待する。 

準備学習について 授業の事前事後にテキストを読んでおくこと。 



 

講義科目名称： 社会的養護 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 上野 文枝 

テーマ 社会的養護の体系や基本的理念を理解し、支援のあり方を具体的に考える。 

授業計画 

第 1回        授業オリエンテーション、社会的養護の理念と概要 

             子どもと家族の問題と施設機能・養護の歴史をたどりながら、社会的養護 

             を学ぶ意味と保育士の役割を理解する。 

第 2回        児童の権利擁と社会的養護 

             児童の権利擁護について学び、社会的養護において権利擁護を具体化する 

             ための基本的な考え方を理解する。 

第 3回        児童家庭福祉と社会的養護 

             社会的養護について、現代の児童家庭福祉全般の状況と関連付けて理解す 

             る。 

第 4回        社会的養護の原理Ⅰ：日常生活支援 

             子どもの権利擁護と発達保障の観点から、生活型児童福祉施設における日 

             常生活支援について学ぶ。 

第 5回        社会的養護の原理Ⅱ：保護と自己実現への支援 

             子どもの最善の利益と子どもの保護と自己実現に対する支援について学ぶ。 

第 6回        社会的養護の原理Ⅲ：治療的支援 

             虐待を受けた子どもたちの言動の特徴を踏まえ、子どもであることへの回 

             復を目指す治療的支援について理解する。 

第 7回        社会的養護の原理Ⅳ：自立支援 

             生活文化という捉え方を理解し、社会的養護における生活力の習得に対す 

             る支援について学ぶ。 

第 8回        社会的養護の原理Ⅴ：生命倫理観の醸成 

             生と性の倫理について考察するとともに、社会的養護における子どもへの 

             対応について学ぶ。 

第 9回        社会的養護の制度と実施体系 

             制度と実施の体系、社会的養護に携わる専門職について学ぶ。 

第 10回      施設養護の基本原理とソーシャルワークⅠ 

             乳児院・児童養護施設の事例を通して、社会的養護の原理に基づいた支援 

             について学ぶ。 

第 11回      施設養護の基本原理とソーシャルワークⅡ 

             障害児の入所施設の事例を通して、社会的養護の原理に基づいた支援につ 

             いて学ぶ。 

第 12回      施設養護の基本原理とソーシャルワークⅢ 

             社会に適応しづらい子どもの入所施設の事例を通して、社会的養護の原理 

             に基づいた支援について学ぶ。 

第 13回      家庭養護と施設養護 



             家庭養護の担い手である里親について、制度や現状を学ぶ。 

第 14回      社会的養護の現状と課題Ⅰ 

             保育士としての倫理について確認するとともに、権利擁護の仕組みについ 

             て学ぶ。 

第 15回      社会的養護の現状と課題Ⅱ 

             社会的養護の場における権利擁護の具体的な取り組みを学ぶ。 

授業の概要と目的 

授業概要：児童養護の歴史と体系、関連する法律を学び、現在の施設養護の特質を理解する。

また、施設養護における子どもの権利擁護、自立支援についての基本的概念を理解する。さ

らに、生活場面における具体的援助のあり方について、「児童虐待」「トラウマ」「愛着障

害」「発達障害」等に関する知識を踏まえ、支援方法を学ぶ。家族関係調整、学校や地域と

の連携、援助者の資質、倫理等についても理解する。 

目的：①現代の養護問題の歴史的背景及び体系を理解する。②社会的養護の体系、児童福祉

施設や里親などの役割について理解する。③社会的養護の基盤となる原理を児童福祉との関

連において理解する。④施設養護における子どもの権利擁護及び自立支援について理解す

る。 

テキスト 

テキスト名：児童の福祉を支える社会的養護 

ISBN：978-4-89347-225-0 

出版社：萌文書林 

著者名：吉田眞理編著、坂本正路、高橋一弘、村田紋子 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 授業内の課題提出 50％、確認小テスト 3回 30％、レポート 1回 20％ 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控室（研究室棟 1階）で受け付ける。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
社会的養護の授業を通して、子どもや保護者、地域との関わりにおいて保育者として必要と

なる視点を学んでください。 

準備学習について 各授業の前に 45分程度の予習（テキストを読む）を行うこと。 



 

講義科目名称： 社会的養護内容 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 上野 文枝 

テーマ 子どもの最善の利益に基づいた社会的養護の具体的展開を学ぶ。 

授業計画 

第１回       授業オリエンテーション、子どもの権利養護 

             子どもの権利条約を基礎とした子どもの権利の内容と権利擁護の意味、権 

             利を守るための仕組みについて学ぶ。 

第２回       保育士等の倫理及び責務／児童養護の体系・運営基準 

             専門職としてのあり方について考える。 

             児童福祉法に規定された児童福祉施設とその運営基準について学ぶ。 

第３回       社会的養護の実施体系（１）：乳児院 

             乳児院の役割と支援内容について学ぶ。 

第４回       社会的養護の実施体系（２）：母子生活支援施設 

             母子生活支援施設の役割と支援内容について学ぶ。 

第５回       社会的養護の実施体系（３）：医療型障害児入所施設 

             重症心身障害児について理解し、医療型障害児入所施設の支援について学ぶ。         

第６回       社会的養護の実施体系（４）：児童自立支援施設 

             児童自立支援施設の役割と支援内容について学ぶ。 

第７回       社会的養護の実施体系（５）：その他の施設 

             児童心理治療施設・福祉型障害児入所施設の役割と支援内容について学ぶ。 

第８回       社会的養護の実施体系（６）：里親制度 

             里親制度について学び、里親養育の推進と課題について考察する。 

第９回       保育士の業務（１）：被虐待児への対応 

             心の傷を癒し、心を育む援助について学ぶ。 

第 10回      保育士の業務（２）：親子関係調整 

             子どもと家族への支援について学ぶ。 

第 11回      保育士の業務（３）：ソーシャルワークの知識と技術とその応用 

             社会的養護に必要なソーシャルワークについて学ぶ。 

             施設入所から退所後までの流れを理解し、基本的日常生活支援について学ぶ。 

第 12回      保育士の業務（４）：ソーシャルワークの知識と技術とその応用 

             アドミッションケアにおけるアセスメント、自立支援計画について学ぶ。 

第 13回      保育士の業務（５）：ソーシャルワークの知識と技術とその応用 

             インケアにおけるアセスメント、自立支援計画について学ぶ。 

第 14回      保育士の業務（６）：ソーシャルワークの知識と技術とその応用 

             リービングケア、アフターケアについて学ぶ。 

第 15回      地域との関わり 

             施設の小規模化と地域との連携について学ぶ。児童福祉の促進と地域との 

             連携について理解する。 



授業の概要と目的 

授業概要：生活型児童福祉施設や里親等の「家庭外の場」における子どもの養護のあり方に

ついて、主に事例を通して理解を深める。「生活の場」でどのように子どもの権利を尊重し

ながら支援を展開するか、「子どもの最善の利益」「虐待」「権利擁護」等をキーワードに

しながら、アクティブラーニング、グループワーク等を通して学び、実践力を身につける。 

目的：①社会的養護における子どもの権利擁護や保育士の倫理を理解する。②施設養護や里

親等について事例を通して理解する。③「自立支援」の考え方と日常的な生活における支援

のあり方を具体的に理解する。④社会的養護に関わるソーシャルワークの方法と技術に関す

る基礎を理解し、事例を通してアセスメントを体験する。⑤社会的養護と、「家庭支援」「児

童家庭福祉」「地域福祉」を関連させて理解する。 

テキスト 

テキスト名：児童の福祉を支える社会的養護内容 

ISBN：978-4-89347-226-7 

出版社：萌文書林 

著者名：吉田眞理編著、高橋一弘、村田紋子 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 授業内の課題提出 40％、確認小テスト 2回 20％、レポート 2回 40％ 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控室（研究室棟 1階）で受け付ける。 

履修条件 【希望的要件】「社会的養護」を履修中または単位取得済であることが望ましい。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
社会的養護の学びをもとに、より具体的に知識・技術の習得を目指します。グループワーク

等は積極的に取り組んで下さい。 

準備学習について 各授業の前に 45分程度の予習（テキストを読む）を行うこと。 



 

講義科目名称： 相談援助Ⅰ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 川島 貴美江 

テーマ 保育における相談援助の意義と方法 

授業計画 

第 1回        社会福祉における相談援助 

第 2回        相談援助とは何か （相談援助とソーシャルワークについて） 

第 3回        相談援助のためのソーシャルワークの体系 

第 4回        相談援助の目的・機能 

第 5回        ソーシャルワークの歴史(前史を含む) 

第 6回        ソーシャルワークの発展期 

第７回        ソーシャルワークの構造 

第 8回        ソーシャルワークの道具 

第 9回        ソーシャルワークの展開過程(個人に対するソーシャルワーク) 

              特にインテークということ 

第 10回       ソーシャルワークの展開過程 アセスメントということ 

第 11回       アセスメントの道具 

第 12回       ソーシャルワークの原理・原則 

第 13回       バイステックの原理とその検証 

第 14回       ソーシャルワークにおける記録 

第 15回       個人に対するソーシャルワークからグループに対するソーシャルワークへ 

授業の概要と目的 

人が生きていく上でさまざまな困難に出会う時、自分自身で解決したいと願う。しかし時に

は専門家の力や諸サービスを活用して自らの幸福を実現しようとする。この生活者である人

が問題を抱えながら、自らの能力を発揮して生きようとする取り組みを支援することを社会

福祉援助活動といい、この活動において用いられる専門的援助技術をソーシャルワークと総

称し、相談援助のための技法である。本演習においては、保育士にとって必要な基礎的な相

談援助論を学び、その実践方法を知ることが目的である。 

テキスト 

テキスト名：『保育者のための社会福祉援助技術』 

ISBN：978-4-89347-058-4 

出版社：萌文書林 

著者：小林育子他 

価格（税抜）：1,800円 

参考文献 講義の中において適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 講義への取り組み姿勢、講義中課す小レポートの状況、定期試験を総合して評価する。 

質問・相談の受付方法 講義時随時受け付ける 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

相談援助は自分の身の回りにおこっている生活課題に関心を持つことから始まる。現代社会

にはどのような問題で苦しんでいる人々がいるのか、その深刻な姿に気づくことが本講義の

出発点である。個人、集団、地域に起こっている様々な問題に関心を持ってほしい。 

準備学習について 講義において適宜指示する 



 

講義科目名称： 相談援助Ⅱ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 川島 貴美江 

テーマ 相談援助の実践的理解 

授業計画 

第 1回        相談援助Ⅰの振り返り 

第 2回        集団に対するソーシャルワークについてーグループワーク論― 

第 3回        グループワークの構造 

第 4回        グループワークの媒体 

第 5回        グループワークの実際 

第 6回        グループワークの活用 

第７回        地域に対するソーシャルワーク 

第 8回        地域に対するソーシャルワークの展開ーコミュニティワークー 

第 9回        コミュニティワークの展開過程 

第 10回       個人・集団・地域課題のニーズとソーシャルワークの展開 

第 11回       相談援助に関連する技術と意義 

第 12回       ケアマネジメントの技法とは何か 

第 13回       ケアマネジメントとの原理・原則 

第 14回       ソーシャルワークの定義(ケアマネジメントの定義)、相談援助の定義 

第 15回       ソーシャルワークにおけるチームワーク 

授業の概要と目的 

相談援助Ⅰの学びを踏まえて、複雑多様なニーズを持つ利用児・者、家族への相談援助の実

際を学ぶことを目的とする。アセスメントや支援計画の立案といった相談援助理論の活用を

学ぶ。また、保育士の相談援助が多くの専門職との連携を必要とすること、社会資源の活用

と開発の必要性を学ぶ。相談援助ⅡⅡおいては、相談援助の技術に関連する他の援助理論、

ケアマネジメント論、チームワーク論、スーパービジョンなどの理解も深める者とする。 

テキスト 相談援助Ⅰと同じテキストを使用する 

参考文献 講義の中において適宜紹介する 

成績評価の基準・方法 講義への取り組み姿勢、講義中課すレポートの状況、定期試験を総合して評価する 

質問・相談の受付方法 講義時随時受け付ける 

履修条件 相談援助Ⅰを履修中または単位取得済であること 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

相談援助Ⅰの学びを踏まえ、実践的な視点で様々な問題に向き合うこと。実践的な視点を持

つためには、相談援助を必要とする利用者理解が重要である。他の講義と統合する時間でも

ある。また、援助を必要とする人々への関心を持ってほしい。 

準備学習について 事前に課す課題が次の講義のグループワークのテーマとなる。必ず準備すること。 



 

講義科目名称： 地域子育て支援論 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 池谷 愛子 

テーマ 地域子育て支援についての理念や活動内容について理解する 

授業計画 

第１回       子育て支援とは何か ・子育て支援の多様化 ・子育て支援が目指すもの 

第２回       現代の家族を取り巻く社会状況 ・少子社会と家族 

第３回       子育ての負担感 ・育児不安 

第４回       現代の子育て家庭に関わる諸問題 

第５回       家庭支援とは何か 

第６回       地域の子育て家庭への支援 

第７回       協働とは・取り組みの実際 

第８回       保育所の役割はどのように変わったか ・保育所の子育て支援と内容 

第９回       幼稚園に求められる子育て支援 ・地域の子育て支援センターとしての機能 

第 10回      地域の子育て支援センターの機能と特性 

第 11回      地域子育て支援センタ－の活動 

第 12回      多様な子育て支援の場・人・活動 

第 13回      多様な子育て支援の場・人・場 

第 14回      子育て支援活動の展望と課題 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

核家族化やコミュニティの希薄化などにより、子育てが孤立化し、育児の不安や負担感が増

す中で、安心して楽しく子育てができる社会の構築が求められている。地域子育て支援につ

いての理念を理解し、親子が気軽に集い相互交流や子育ての不安、悩みを相談できる場を提

供する具体的な取り組みや事例について学ぶ。 

テキスト 

テキスト名： よくわかる 子育て支援・家庭支援論 

ISBNコード：978-4-623-06035-1 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者： 

価格（税抜）： 

参考文献 授業の中で適宜紹介する 

成績評価の基準・方法 

テスト 80% 

レポ－ト 10% 

授業態度 10% 

質問・相談の受付方法 授業終了後 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】但し事前相談を要す 

聴 講 生 【可】  〃 

メッセージ 
地域子育て支援が必要とされる背景を理解し、具体的な支援の方法や内容を学んでほしいと

思います。 

準備学習について 受講前には教科書に目を通してきてほしい。 



 

講義科目名称： 地域子育て支援実践論 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 池谷 愛子 

テーマ 地域に根差した子育て支援の在り方について、事例を通して学ぶ 

授業計画 

第１回       子育て支援が必要な背景 

第２回       保育所に求められる子育て支援を実践例から学ぶ 

第３回       保育所が地域と協働し行っている支援(実践例から学ぶ) 

第４回       幼稚園に求められる子育て支援を実践例から学ぶ 

第５回       地域子育て支援センターの役割と機能 

第６回       地域子育て支援センタ－の活動について実践例から学ぶ 

第７回       地方自治体の子育て支援事業 

第８回       社団法人の子育て支援事業・シルバー人材センタ－による子育て支援を 

実践例から学ぶ 

第９回       多様な子育て支援の場・人・活動について 

第 10回      地域の子育て広場の実践 

第 11回      子育て支援者の専門性 ・子育て支援者に求められるもの 

第 12回      ワ－クで学ぶ子育て支援 ・ロ－ルプレイで学ぶ① 

第 13回      ワ－クで学ぶ子育て支援 ・ロ－ルプレイで学ぶ② 

第 14回      これからの子育て支援に期待するもの 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

子育てが「喜び」から「大変さ」になってきている今、誰のために何故子育て支援が必要な

のかを理解し、行政、保育所、幼稚園、NPO、社団法人などが取り組んでいる事業について

具体的に学び実践力を養う。 

テキスト 

テキスト名：よくわかる 子育て支援・家庭支援論 

ISBNコード：978-4-623-06035-1 

出版社：ミネルブァ書房 

著者： 

価格（税抜）： 

参考文献 授業の中で適宜紹介する 

成績評価の基準・方法 

テスト 80% 

小レポ－ト 10% 

授業態度 10% 

質問・相談の受付方法 授業終了後 

履修条件 ― 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】但し事前相談を要す 

聴 講 生 【可】  〃 

メッセージ 

保育所や子育て支援センタ－での実践例を、写真やビデオ、DVDをとおして学習することで、

地域子育て支援について、より理解を深め、実践力を身に着けてほしい。 

ロ－ルプレイでは、支援する心と技術を学んでほしいと思います。 

準備学習について 受講前にテキストを見て予習をしてください。 



 

講義科目名称： 障がい児保育 

開講期間： 通年 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 岡村 由紀子 

テーマ 障害児を含む保育をどのように創りだしていくのか 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 授業の進め方  教育・保育の目的 

第２回       子どもをどうとらえるのか？  子どもの権利条約を中心に 

第３回       障害児保育の定義・障害とは何か？ 

第４回       障害児保育がめざすもの 

第５回       障害児保育の仕組み・障害児保育の現状 

第６回       障害時保育の歴史と制度 

第７回       保育の場で会う障害・・広汎性発達障害 

第８回       保育の場で出会う障害・・注意欠陥・多動性障害 

第９回       保育の場で出会う障害・・知的障害 

第 10回      保育の場で出会う障害・・肢体不自由 

第 11回      年齢別にみる自我の発達について 

第 12回      あそびとは何か？年齢別にみる遊びの種類と発達について 

第 13回      あそび場面に見る保育指導の実際①   

共感・環境・ごっこ遊び・見え難い要求 

第 14回      あそび場面に見る保育指導の実際②   

突然の危険な行為・個と集団・保育者の言葉 

第 15回      親の悩みから見る保育指導について  

第 16回      障害児保育の実際②  年齢別人間関係(集団)の発達について 

第 17回      障害を持つ子どもの仲間関係の実際と指導 

第 18回      障害時保育の実際③  年齢別知的発達について 

第 19回      知的発達を促す保育の実際と指導 

第 20回      障害児保育の実際④  自己統制・自己統制・自己抑制について 

第 21回      行動調整を促す保育の実際と指導 

第 22回      障害児保育の実際⑤  年齢別運動発達について 

第 23回      運動発達を促す保育の実際と指導 

第 24回      障害児保育の実際  記憶について 

第 25回      当事者の心を知る①  成人 

第 26回      当事者の心を知る② 子ども 

第 27回      親支援を考える…親の心を知る 

第 28回      カンファレンスの目的とその方法について 

第 29回      専門機関での支援とネットワークについて 

第 30回      まとめ 

             「障害児保育を学び考える障害児保育の理念と保育創造について」 



授業の概要と目的 

近年、障害をもつ子どもと子どもを取り巻く状況が大きく変化している。障害の重度・重複

化と共に多様化も指摘されている。さらには｢気になる(発達障害を含む)｣子どものように必

ずしも障害と認定されてない特別なニーズをもつ子どもに対して早期発見・早期支援の重要

性も認識されるようになってきている。一方、最近の社会・経済状況を反映して障害をもつ

子どもの家族を取り巻く状況や障害児･障害者の生活を支える制度も大きく変わりつつあ

る。こうした現状の中で、歴史や制度、障害の種類･程度による子ども理解と対応にとどま

らず、子どもたち１人１人の保育ニーズを把握し「１人の人間として生きていく」には、ど

んな支援が乳幼児期に必要なのかが問われている。 

保育とは言うまでも無く子どもと保育士が時間と空間を共有し創り出すものである。 

そして保育場面の中でみせる子どもの育ちに立ち会える生きがいのある仕事である。 

授業では、「障害とは何か」「子どもの発達特性の理解と対応」に留まらず「障害児を含む

保育をどのように創りだしていくのか」と言う保育創造の視点を重要視し、専門性の高い保

育士としての知識や理論を学ぶものとする。 

テキスト 

テキスト名：「障害児保育」 

ISBNコード：978-4-7679-5029-7 

出版社：建ぱく社 

著者：本郷一夫 編著 

価格（税抜）：1,900円 

 

テキスト名：「ちょっと気になる子の保育」 

ISBNコード：4-939-117-14-6 

出版社：ひだまり出版 

著者：岡村由紀子 

価格（税抜）：1,429円 

 

テキスト名：「気になること言わない保育」 

ISBNコード：978-4-89464-195-2 

出版社：ひとなる書房 

著者：赤木和重・岡村由紀子 編著 

価格（税抜）：1,800円 

参考文献 

加藤繁美「自分づくりと保育の構造」ひとなる書房 

ルソー「エミール上中下」岩波書店（岩波文庫）1962 

太田尭「教育とは何か」岩波書店（岩波新書）1990 

成績評価の基準・方法 毎回の授業カード、課題レポート２回より総合的に評価する。 

質問・相談の受付方法 授業カードもしくは授業後直接。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 
障害児保育は、教育の原点と考える。授業を通して｢障害児保育｣の理解とともに｢教育とは

何か｣「人間とは何か」「保育とは何か」についても深めていく事を願っている。 

準備学習について 
毎授業後には、レポートを必ず提出すること。 

授業中に具体的に予習・復習内容を提示する。 



 

講義科目名称： 発達支援論 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 上野 永子 

テーマ 
発達障がいの特性に関する基礎知識及び、インクルーシブな社会の視点からその支援につい

て学ぶ 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       発達障がいとは 

第３回       生まれつきの発達特性①身体感覚 

第４回       生まれつきの発達特性②認知 

第５回       生まれつきの発達特性③コミュニケーション 

第６回       誤学習としての不適切な行動 

第７回       「発達の気になる子ども」の自己観 

第８回       「発達の気になる子ども」の支援①見通し 

第９回       「発達の気になる子ども」の支援②手段としての言葉 

第 10回      「発達の気になる子ども」の支援③自尊心とセルフコントロール 

第 11回      「発達の気になる子ども」の保護者支援①保護者支援としての子ども支援 

第 12回      「発達の気になる子ども」の保護者支援②子ども支援としての保護者支援 

第 13回      「発達の気になる子ども」の保護者支援③保育者の役割 

第 14回      インクルーシブな社会とは 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

本講義では、発達障がいを持つ子どもの特性を理解した上で、その支援のあり方について学

びます。また、子どものもつ「障がい」に起因するとされがちな子どもの問題行動には、保

育者の対応に起因するものがあることを知り、インクルーシブな社会に向けて、何が必要な

のかを考えることを目的とします。 

テキスト 

テキスト名：「気になる子の本当の発達支援」 

ISBN: 978-4-88024-537-9 

出版社：風鳴舎 

著者：市川奈緒子 

価格（税抜）：1700円 

参考文献 特になし 

成績評価の基準・方法 講義中に課すレポート：30％ 学期末のレポート：70％で評価します。 

質問・相談の受付方法 講義終了後もしくは、オフィスアワー 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 発達障がいについて、発想を転換しましょう！ 

準備学習について 授業終了後に、次回の予習内容を指示する。 



 

講義科目名称： 発達支援演習 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 上野 永子 

テーマ 発達障がいの理解と保育現場における支援の実際を学ぶ 

授業計画 

第１回       子どもの発達①乳児期 

第２回       子どもの発達②幼児期 

第３回       子どもの発達③学童期 

第４回       子どもの発達④思春期・青年期 

第５回       発達障がいについて 

第６回       日常生活におけるサポート①コミュニケーション 

第７回       日常生活におけるサポート②身辺自立 

第８回       日常生活におけるサポート③活動への参加 

第９回       日常生活におけるサポート④友達関係 

第 10回      問題行動に対するサポート①音への過敏性・衝動的な行動 

第 11回      問題行動に対するサポート②こだわり・自傷 

第 12回      問題行動に対するサポート③パニック 

第 13回      家庭との連携 

第 14回      就学に向けての支援 

第 15回      発達障がいのある子どもへの支援に関する重要な視点 

授業の概要と目的 

本講義は、発達支援論の応用編として位置づけており、基礎知識編と実践演習編の２つから

構成される。基礎知識編では、子どもの心身の発達及び、発達障がいに関する知識を習得す

る。実践演習編では、幼稚園や保育園でみられる大人にとっての子どもの”気になる”行動

を提示する。受講者は、子どもの発達課題を照らし合わせながら、それぞれの具体的な支援

方法についてグループで話し合う。その後、それぞれのグループでの話し合いの結果を発表

し合う形式とする。 

テキスト 

テキスト名：発達障害のある子へのサポート実例集 

ISBN-13: 978-4816349034 

出版社：ナツメ出版 

著者：上野一彦ら 

価格（税抜）：1600円 

参考文献 講義中適宜紹介する 

成績評価の基準・方法 講義中に課すレポート：30％・学期末のレポート：70％で評価します。 

質問・相談の受付方法 講義終了後もしくは、オフィスアワー 

履修条件 【必須条件】「発達支援論」を履修中または単位取得済みであること 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 子どもの心を大事にする対応とはどんなものでしょうか。一緒に考えていきましょう！ 

準備学習について 授業終了後に次回の予習内容を指示する 



 

講義科目名称： 家族心理学 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 上野 永子 

テーマ 心理学的観点から家族の様相について学ぶ 

授業計画 

第 1回        家族とは 

第２回       家族の文化的多様性 

第３回       恋愛から結婚へ 

第４回       夫婦間のコミュニケーション 

第５回       中年期の夫婦関係 

第６回       人間の子育て 

第７回       育児不安 

第８回       夫婦関係と子育て 

第９回       父親の子育て 

第 10回      「だれが育てる」から「どう育てる」へ 

第 11回      親と子の関係 

第 12回      家族の臨床／病理①DV 

第 13回      家族の臨床と病理②親子関係の病理 

第 14回      家族のゆくえ 

第 15回      まとめ 

授業の概要と目的 

家族心理学は、心理学の中でも比較的新しい学問です。本講義では、家族の現状について広

い視野から概観し、それらの原因や背景を理解することを目的とします。また、家族が抱え

る問題を取り上げ、臨床心理学的アプローチについても学びます。 

テキスト 

テキスト名：「よくわかる家族心理学」ISBN-13: 978-4623055777 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者：柏木惠子編著 

価格（税抜）：2800 

参考文献 講義中適宜紹介する 

成績評価の基準・方法 講義中に課すレポート：30％ 定期試験：70％ 

質問・相談の受付方法 講義終了後もしくは、オフィスアワー 

履修条件 特に設けない 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 
「家族」は時に厄介なものです。この講義を通して、みなさんが自分の「家族」について振

り返り、自分か築きたい「家族」を考えるきかっけになればと思います。 

準備学習について 授業終了後に次回の予習内容を指示する 



 

講義科目名称： カウンセリング演習Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 草野 智洋 

テーマ カウンセリングの理論と技法の基礎を学ぶ。 

授業計画 

第 1回        オリエンテーション 

第 2回        カウンセラー・クライエント体験 

第 3回        カウンセリングの実際 

第 4回        聴くことの力 

第 5回        聴く技術 

第 6回        人生相談への回答 

第 7回        共感しがたい相談 

第 8回        グループディスカッション① 人間とは何か 

第 9回        グループディスカッション② 理想的な人間 

第 10回       グループディスカッション③ 悩みはいかにして克服されるか 

第 11回       グループディスカッション④ 善と偽善の境界線 

第 12回       心理検査体験 

第 13回       箱庭療法体験① 心を映し出す 

第 14回       箱庭療法体験② 箱庭を味わう 

第 15回       まとめ 

             ※履修人数等により、実施の順序や内容はある程度変更する場合があります。       

授業の概要と目的 

心理臨床・福祉・教育・医療領域において対人援助を行ううえで、カウンセリングの技術の

習得は必要不可欠である。カウンセリング演習Ａでは、カウンセリングの理論的側面につい

てと、対人援助職として求められる価値観や倫理観などについて学ぶ。 

テキスト テキストは使用しません。 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方法 レポート（80％）、授業態度（20％） 

質問・相談の受付方法 講義終了後に教室で、またはオフィスアワーに研究室で受け付ける。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

この科目では積極的に自分の意見を述べ、ディスカッションに参加することが求められま

す。ただ静かに講義を聞いていれば良いという科目ではありませんので、その点を踏まえた

上で履修してください。 

準備学習について 授業で学んだことを毎回きちんと復習し、しっかりと自分の身につけていきましょう。 



 

講義科目名称： カウンセリング演習Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 必選： 選択 

担当教員： 草野 智洋 

テーマ カウンセリングの実践力を身につける。 

授業計画 

第 1回        オリエンテーション 

第 2回        ロールプレイによる演習① 相槌 

第 3回        ロールプレイによる演習② 質問 

第 4回        ロールプレイによる演習③ 沈黙 

第 5回        ロールプレイによる演習④ 反射 

第 6回        ロールプレイによる演習⑤ 要約 

第 7回        ロールプレイによる演習⑥ 焦点化 

第 8回        ロールプレイによる演習⑦ 受容 

第 9回        ロールプレイによる演習⑧ 共感 

第 10回       ロールプレイによる演習⑨ 自己開示 

第 11回       ロールプレイによる演習⑩ 見立て 

第 12回       クライエント中心療法の実際 

第 13回       ゲシュタルト療法の実際 

第 14回       論理療法の実際 

第 15回       まとめ 

             ※履修人数等により、実施の順序や内容はある程度変更する場合があります。 

授業の概要と目的 

心理臨床・福祉・教育・医療領域において対人援助を行ううえで、カウンセリングの技術の

習得は必要不可欠である。カウンセリング演習Ｂでは、主にロールプレイによる演習を通じ

てカウンセリングの実際について学ぶ。 

テキスト テキストは使用しません。 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方法 レポート（80％）、授業態度（20％） 

質問・相談の受付方法 講義終了後に教室で、またはオフィスアワーに研究室で受け付ける。 

履修条件 

【必須要件】カウンセリング演習 Aの単位を取得済であること。 

4月の時点ではカウンセリング演習 Aの単位取得見込みでも構いませんが、前期にカウンセ

リング演習 Aの単位を落とした場合には、カウンセリング演習 Bは履修できません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

この科目では積極的にロールプレイに参加したうえで、自分の感じたことを自分の言葉で表

現することが求められます。ただ静かに講義を聞いていれば良いという科目ではありません

ので、その点を踏まえた上で履修してください。 

準備学習について 授業で学んだことを毎回きちんと復習し、しっかりと自分の身につけていきましょう。 



 

講義科目名称： 児童福祉心理学 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 上野 永子 

テーマ 児童福祉現場における子どもの問題と臨床心理学的理解 

授業計画 

第１回       自己理解として、自分自身の成育歴を振り返る 

第２回       子どもの発達（１）乳児期の問題と病理 

第３回       子どもの発達（２）幼児期の問題と病理 

第４回       子どもの発達（３）児童期の問題と病理 

第５回       子どもの発達（４）思春期の問題と病理 

第６回       児童福祉施設の概要とその機能 

第７回       児童虐待について 

第８回       DVについて 

第９回       非行について 

第 10回      不登校について 

第 11回      発達障がいについて 

第 12回      トラウマのケアについて 

第 13回      その他の子どもの心理的不適応について 

第 14回      児童福祉における重要な視点 

第 15回      授業の総括 

授業の概要と目的 

１．児童相談所等の児童福祉現場における子どもの問題について、臨床心理学の理論とその

アプローチについて学ぶ。 

２．児童福祉現場において出会う、様々な子どもの問題（被虐待・ＤＶ・非行・不登校・発

達障害など）に対する、臨床心理学的アプローチについて、子どもの発達課題と合わせて理

解する。 

テキスト 指定しません。適宜、プリントを配布します。 

参考文献 参考文献は講義中に適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 講義中に課すレポート（30%）と学期末の筆記試験（70％）で評価します。 

質問・相談の受付方法 オフィスアワー（後日掲示）にて、質問・相談に応じます。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 心理学の視点から、社会の様々な問題について一緒に考えましょう。 

準備学習について 授業終了後に、次回の予習内容を指示します。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（橋爪） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 橋爪 千恵子 

テーマ 卒業論文を完成させる準備として、自らの課題について研究の方法を学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション―卒業研究の進め方、守るべきこと、内容等の説明 

第２回       基礎・基本的な課題の学習①ー各自の問題意識の所在確認 

第３回       基礎・基本的な課題の学習②ー問題意識に関するグループワーク 

第４回       基礎・基本的な課題の学習③ー問題意識の整理と論文テーマの抽出 

第５回       基礎・基本的な課題の学習④ーリサーチから執筆に至る計画作成 

第６回       基礎・基本的な課題の学習⑤―テーマと論文形式、研究方法について 

第７回       文献収集・購読と意見交換①―各自のテーマに基づく文献リストの作成 

第８回       文献収集・購読と意見交換②―文献リストの整理 

第 9回       文献収集・購読と意見交換③―文献購読と分析の基本技法 

第 10回      文献収集・購読と意見交換④―文献購読と分析の応用技法 

第 11回      フィールドワーク研究の方法と意見交換①―関連論文の分析と方法論 

第 12回      フィールドワーク研究の方法と意見交換②―研究の技法 

第 13回      フィールドワーク研究の方法と意見交換③―データ分析技法 

第 14回      臨床的研究の方法と意見交換①―関連論文の分析と方法論 

第 15回      臨床的研究の方法と意見交換②―仮説と検証 

第 16回      臨床的研究の方法と意見交換③―データの分析技法 

第 17回      プレゼンテーション技法①―視聴覚媒体の活用法 

第 18回      プレゼンテーション技法②―パワーポイント等の作成技法 

第 19回      プレゼンテーション技法③―質問の仕方と論理的な答え方 

第 20回      研究計画の発表と検証①―プレゼンテーションと質疑応答を通じた精査 

第 21回      研究計画の発表と検証②―プレゼンテーションと質疑応答を通じた精査 

第 22回      研究計画の発表と検証③―プレゼンテーションと質疑応答を通じた精査 

第 23回      研究と倫理①―人権への配慮、倫理指針の解説 

第 24回      研究と倫理②―論文様式及び執筆要領 

第 25回      研究と倫理③―盗作・剽窃を避けるためのルール 

第 26回      テーマの絞り込みと構成①―研究計画に基づく適切なテーマの検証 

第 27回      テーマの絞り込みと構成②―論文の構成に関する検証/問題の所在 

第 28回      テーマの絞り込みと構成③―論文の構成に関する検証/研究方法と考察 

第 29回      研究執筆スケジュールの作成と準備―卒業研究Ⅱに向けた計画管理 

第 30回      総括―各自の課題抽出と解決に向けた個別面接 

授業の概要と目的 

本演習は４年次に取り組む「卒業研究Ⅱ」の導入的かつ動機付け的な演習である。「卒業研

究Ⅱ」に先立って、３年次に各自が専門分野に対する興味・関心に基づき、専門的学修指導

を受けるものである。提示された課題または学生自らがもつ課題について、相互に問題意識

を共有し合いながら、情報収集・文献購読・研究方法の理解などを通して、問題追及・課題

探求を進めていく。授業は提示された課題または各自が選択したテーマに基づいて発表し、

その後、発表者への質疑、担当教員の講評・討議という流れで展開する。 



テキスト なし 

参考文献 必要に応じて随時紹介する 

成績評価の基準・方法 研究への取り組みに関する積極性（５０％）、各界の課題達成度（５０％） 

質問・相談の受付方法 連絡の上、随時研究室で受け付ける 

履修条件 担当教員から「卒業研究Ⅰ」の履修希望を認められた人 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 
子どもの遊びや生活に関することの中から、自分の興味・関心のあることをみつけ、一生懸

命に取り組みましょう。 

準備学習について 
自分のテーマに即した課題・問題等を明文化し、仲間との討議に積極的に参加しながら、問

題意識を高めていきましょう。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（向山） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 向山 守 

テーマ 英文学に関する研究方法を学び、文献購読、発表を通して、卒業論文作成の下準備とする。 

授業計画 

第１回       -オリエンテーション 

第２回       論文とは？ 

第３回       問いとは？ 

第４回       先行研究について 

第５回       レジュメのつくり方 

第６回       レジュメの作成 

第７回       レジュメの発表 

第８回       文学とは？① 

第９回       文学とは？② 

第 10回      文学批評とは？① 

第 11回      文学批評とは？② 

第 12回      現象学と批評① 

第 13回      現象学と批評② 

第 14回      発表 

第 15回      前期のまとめと後期へむけて 

第 16回      解釈学と批評① 

第 17回      解釈学と批評② 

第 18回      受容理論① 

第 19回      受容理論② 

第 20回      構造主義と批評① 

第 21回      構造主義と批評② 

第 22回      構造主義と批評③ 

第 23回      記号論と批評① 

第 24回      記号論と批評② 

第 25回      記号論と批評③ 

第 26回      ポスト構造主義と批評① 

第 27回      ポスト構造主義と批評② 

第 28回      ポスト構造主義と批評③ 

第 29回      中間発表 

第 30回      卒業論文作成へむけて 

授業の概要と目的 
学術論文を読みながら、論文というスタイルを理解し、それぞれに興味に応じて、調査・発

表を行う。 

テキスト 特になし 

参考文献 適宜、紹介する予定。 

成績評価の基準・方法 提出されたレポートにより評価する。 



質問・相談の受付方法 研究室棟３０１向山研究室にて質問・相談を受ける。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 自分の「問い」を発見すべく、たくさん文献を読んでください。 

準備学習について 課題となった文献をあらかじめよんでまとめてくること。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（齋藤） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 齋藤 剛 

テーマ 科学リテラシーについて理解を深める。 

授業計画 

第 1回   ガイダンス   卒業研究Ⅰの進め方について 

第２回   科学理解 1    科学の歴史１ 

第３回   科学理解 2    科学の歴史２ 

第４回   科学理解 3    科学の目的 

第５回   科学理解 4    理論と事実の違い 

第６回   科学理解 5    良い仮説、理論とは 

第７回   科学理解 6    仮説、理論の検証 

第８回   科学理解 7    対照実験の重要性 

第９回   科学理解 8    疑似科学と科学１ 

第 10回  科学理解 9    疑似科学と科学２ 

第 11回  科学理解 10   科学の限界 

第 12回  統計１       何故統計が必要か 

第 13回  統計２       統計の基礎 

第 14回  統計３       統計の計算１ 

第 15回  統計４       統計の計算２ 

第 16回  まとめ       科学について議論する 

第 17回  研究方法 1    研究の進め方 総論 

第 18回  研究方法 2    研究テーマの決め方 

第 19回  研究方法 3    原著論文について 

第 20回  研究方法 4    原著論文の検索 

第 21回  研究方法 5    論文の読み方 1  論文の構成 

第 22回  研究方法 6    論文の読み方 2  図・表の見方 

第 23回  研究方法 7    論文の読み方 3  統計について 

第 24回  論文講読 1    論文を読んで発表１  正確に読む 

第 25回  論文講読 2    論文を読んで発表 2  方法の理解 

第 26回  論文講読 3    論文を読んで発表 3  批判的に読む 

第 27回  論文講読 4    論文を読んで発表 4  要約の技法 

第 28回  論文講読 5    論文を読んで発表 5  効果的発表 

第 29回  論文講読 6    論文を読んで発表 6  複数の論文をまとめる 

第 30回  まとめ       大まかな研究テーマの設定 



授業の概要と目的 

前期は、まず科学とはどういうことなのか基本的なことをテキストをもとに議論します。私

たちの生活は科学技術なしには成立しないほど、その影響力は絶大なものがあります。しか

しながら科学は決して万能ではなく、様々な間違いをおかしてきたことも事実です。科学で

は判断できない価値・倫理の問題がどうしてもつきまといます。前期はこういった科学に関

する知識を身につけ、様々な世の中の知見に対して批判的に見るための目を養います。後期

は基本的科学リテラシーを身につけたうえで研究の意義、方法について具体的にテーマを絞

りながら学んでいきます。具体的には、自分やりたい研究テーマについての原著論文を検索

し、取り寄せ、読み込んでいきます。 

テキスト 適宜準備 

参考文献 適宜準備 

成績評価の基準・方法 授業態度（積極的な議論）60％、レポート 40％ 

質問・相談の受付方法 
月曜日以外に 305研究室に直接来て頂くか、tsaito@suw.ac.jpまでメールを送ってくださ

い。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 自分の中にある問いを大事に、研究テーマを決めていきましょう。 

準備学習について 毎回終了後に次回の内容を伝えるので、それについて予習すること。 

mailto:tsaito@suw.ac.jp


 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（橘） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 橘 美知子 

テーマ 卒業論文を完成させる準備として、自らの課題について研究の方法を学ぶ 

授業計画 

第１回：オリエンテーション（卒業研究の進め方、守るべきこと、内容等を説明） 

第２回：基礎・基本的な課題の学習（各自の問題意識の所在確認） 

第３回：基礎・基本的な課題の学習（問題意識に関するグループワーク） 

第４回：基礎・基本的な課題の学習（問題意識の整理と論文テーマの抽出） 

第５回：基礎・基本的な課題の学習（リサーチから執筆に至る計画作成） 

第６回：基礎・基本的な課題の学習（テーマと論文形式、研究方法） 

第７回：文献収集・購読と意見交換①（各自のテーマに基づく文献リスト作成） 

第８回：文献収集・購読と意見交換②（文献リストの整理） 

第９回：文献収集・購読と意見交換③（文献購読と分析の基本技法） 

第 10回：文献収集・購読と意見交換④（文献購読と分析の応用技法） 

第 11回：フィールドワーク研究の方法と意見交換①（関連論文の分析と方法論） 

第 12回：フィールドワーク研究の方法と意見交換②（研究の技法） 

第 13回：フィールドワーク研究の方法と意見交換③（データ分析技法） 

第 14回：臨床的研究の方法と意見交換①（関連論文の分析と方法論） 

第 15回：臨床的研究の方法と意見交換②（仮説と検証） 

第 16回：臨床的研究の方法と意見交換③（データの分析技法） 

第 17回：プレゼンテーション技法①（視聴覚媒体の活用法） 

第 18回：プレゼンテーション技法②（パワーポイント等の作成技法） 

第 19回：プレゼンテーション技法③（質問の仕方と論理的な答え方） 

第 20回：研究計画の発表と検証①（プレゼンテーションと質疑応答を通じた精査） 

第 21回：研究計画の発表と検証②（プレゼンテーションと質疑応答を通じた精査） 

第 22回：研究計画の発表と検証③（プレゼンテーションと質疑応答を通じた精査） 

第 23回：研究と倫理①（人権への配慮、倫理指針の解説） 

第 24回：研究と倫理②（論文様式及び執筆要領） 

第 25回：研究と倫理③（盗作・剽窃を避けるためのルール） 

第 26回：テーマの絞り込みと構成①（研究計画に基づく適切なテーマの検証） 

第 27回：テーマの絞り込みと構成②（論文の構成に関する検証/問題の所在） 

第 28回：テーマの絞り込みと構成③（論文の構成に関する検証/研究方法と考察） 

第 29回：研究執筆スケジュールの作成と準備①（卒業研究Ⅱに向けた計画管理） 

第 30回：総括（各自の課題抽出と解決に向けた個別面接） 

授業の概要と目的 

本演習は、４年次に取り組む「卒業研究Ⅱ」の導入的かつ動機付け的な演習である。すなわ

ち、「卒業研究Ⅱ」に先立って３年次に各自が専門分野に対する興味・関心に基づき、専門

的学修指導を受けるものである。提示された課題あるいは学生自ら持つ課題にいて、相互に

問題意識を共有し合いながら、情報収集、文献購読、研究方法の理解などを通して問題追及・

課題探求を進めていく。授業は、提示された課題あるいは各自が選んだテーマに基づいて発

表させ、その後、発表者への質疑、担当教員の講評、討議という流れで展開する。 



テキスト 特になし 

参考文献 随時紹介する 

成績評価の基準・方法 研究への取り組みに関する積極性（５０％）と各回の課題達成度（５０％） 

質問・相談の受付方法 連絡の上、随時研究室で受け付ける 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ - 

準備学習について 授業内で指示する。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（二木） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 二木 秀幸 

テーマ 表現活動の研究およびオリジナル作品の創作及びその実演 

授業計画 

第１回       オリエンテーション・授業内容の解説 

第２回       音あそびと表現１(音であそぶ) 

第３回       音あそびと表現２(声で旋律・リズムをあそぶ) 

第４回       音あそびと表現３(楽器で旋律・リズムをあそぶ) 

第５回       表現の探求１(音楽的な表現) 

第６回       表現の探求２(演劇的な表現) 

第７回       表現の探求３(オペラ・ミュージカル) 

第８回       表現の探求４(オペレッタ) 

第９回       表現の探求５(劇あそび) 

第 10回      保育現場における表現活動 

第 11回      絵本を読む・詩を読む 

第 12回      朗読劇体験 

第 13回      音楽表現の研究１(音楽理論) 

第 14回      音楽表現の研究２(歌唱・器楽アンサンブル) 

第 15回      音楽表現の研究３(作曲) 

第 16回      音楽表現の研究４(レコーディング) 

第 17回      舞台スタッフと役割 

第 18回      作品づくり１(素材の研究) 

第 19回      作品づくり２(ストーリーの研究) 

第 20回      作品づくり３(脚本づくり) 

第 21回      作品づくり４(キャスティング) 

第 22回      作品づくり５(作曲) 

第 23回      作品づくり６(舞台美術・道具の作製) 

第 24回      作品づくり７(台本を読む) 

第 25回      作品づくり８(音楽リハーサル) 

第 26回      作品づくり９(演技リハーサル) 

第 27回      作品づくり 10(テクニカルリハーサル) 

第 28回      作品づくり 11(ゲネプロ) 

第 29回      品発表会 

第 30回      振り返り・総まとめ 



授業の概要と目的 

創造的・実践的な表現活動を通し、子ども自身の表現（あそび）に共感し交流しあい創りあ

えるための必要な手順を学ぶ。 

 

○ オリジナル作品(ミュージカル・オペレッタ・音楽劇等)の創作 

○ より効果的な朗読方法の研究 

○ 創作した作品を様々な表現方法で上演する 

○ 作品づくりを通して得たものを保育現場で活かす方法の研究 

○ 器楽アンサンブルを楽しむ 

○ 舞台におけるスタッフの仕事を学ぶ 

○ 外部ワークショップ・演奏会等への参加 

○ 夏季休業中のゼミ合宿 

テキスト プリント等を適宜配布する 

参考文献 授業内で適宜紹介する 

成績評価の基準・方法 授業態度、レポート、表現発表等による総合評価 

質問・相談の受付方法 授業終了後もしくは、オフィスアワー 

履修条件 卒業研究概要の特記事項にある「履修の諸注意」を理解のこと 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 積極的に研究しましょう。 

準備学習について 
日常生活において様々な表現活動（音楽・演劇・ダンス・ミュージカル等々）にふれる機会

を持つようにしてください。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（上野） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 上野 永子 

テーマ 
アタッチメント理論と研究に根差した養育者支援について学び、卒業論文作成のための準備

をする 

授業計画 

第１回        前期オリエンテーション 

第２回        子どもを大事に世話をすること① 

第３回        子どもを大事に世話をすること② 

第４回        アタッチメント理論の起源① 

第 5回        アタッチメント理論の起源② 

第 7回        知ってはいけないことを知り、感じてはいけないことを感じること① 

第 8回        知ってはいけないことを知り、感じてはいけないことを感じること② 

第 9回        パーソナリティーの発達におけるアタッチメントの役割① 

第 10回       パーソナリティーの発達におけるアタッチメントの役割② 

第 11回       母子の関係性を形成するための治療計画① 

第 12回       子どもの内的世界を心に留めておけること 

第 13回       虐待された子どもとその養親に対する治療的介入 

第 14回       里親ケアにおける養育者としての役割 

第 15回       子どもの診断に関する親の解決と親子関係 

第 16回       後期オリエンテーション 

第 17回       論文の検索方法 

第 18回       先行研究のレビュー① 

第 19回       先行研究のレビュー② 

第 20回       先行研究のレビュー③ 

第 21回       先行研究のレビュー④ 

第 22回       先行研究のレビュー⑤ 

第 23回       先行研究のレビュー⑥ 

第 24回       先行研究のレビュー⑦ 

第 25回       先行研究のレビュー⑧ 

第 26回       先行研究のレビュー⑨ 

第 27回       先行研究のレビュー⑩ 

第 28回       先行研究のレビュー⑪ 

第 29回       先行研究のレビュー⑫ 

第 30回       先行研究レビューをまとめ、発表する 

授業の概要と目的 

前期は、アタッチメント理論とアタッチメント研究に根差した養育者支援について、テキス

トを輪読して学びます。 

後期は、前期で学んだことを踏まえて、各自の研究テーマを決定し、それに即した先行研究

レビューを行い、レジュメにまとめてゼミ発表を行います。 



テキスト 

テキスト名：母と子のアタッチメント 心の安全基地 

ISBN-13: 978-4263231432 

出版社名：医歯薬出版株式会社 

著者名：ボウルビィー 

価格(税抜)：2700円 

 

テキスト名：アタッチメントを応用した養育者と子どもの臨床 

ISBN-13: 978-4623057313 

出版社名：ミネルヴァ書房 

著者名：オッペンハイムら 

価格(税抜)：4000円 

参考文献 講義中、適宜紹介する。 

成績評価の基準・方法 ゼミ発表、提出された発表レジュメ、課題レポートで評価します。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、あるいはオフィスアワーにて受け付けます。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ Bowlbyの提唱したアタッチメント理論について深く理解し、共に掘り下げていきましょう。 

準備学習について 
自分の発表担当の際には、メンバー全員分のレジュメを準備してください。発表担当者には、

発表終了後に次回までの予習内容を指示します。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（丸尾） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 丸尾 真紀子 

テーマ ピアノを使った表現 

授業計画 

第１回       前期オリエンテーション 

第２回       ピアノの構造について 

第３回       音楽理論の基礎①（楽譜を書く準備） 

第４回       音楽理論の基礎②（様々な記号） 

第５回       音楽理論の基礎③（音階） 

第６回       音楽理論の基礎④ （調） 

第７回       音楽理論の基礎⑤ （音程） 

第８回       音楽理論の基礎⑥ （和音） 

第９回       楽式論① （基礎楽式～１部形式その他） 

第 10回      楽式論② （基礎楽式～変奏曲その他） 

第 11回      楽式論③ （色々な曲種） 

第 12回      ピアノ曲を聴く① （シューマン） 

第 13回      ピアノ曲を聴く② （ドビュッシー、チャイコフスキー） 

第 14回      オーケストラ曲を聴く （プロコフィエフ他） 

第 15回      前期まとめ 

第 16回      後期オリエンテーション 

第 17回      保育表現Ⅰ（音楽）について① （幼稚園教育要領から） 

第 18回      保育表現Ⅰ（音楽）について② （保育所保育指針から） 

第 19回      イメージをひろげる 

第 20回      テンポとリズム、その応用 

第 21回      雰囲気の表現 

第 22回      既成曲の応用 

第 23回      ピアノで表現① （試行錯誤編） 

第 24回      ピアノで表現② （発表・意見交換編） 

第 25回      ピアノで表現③ーⅠ （絵本を使って） 

第 26回      ピアノで表現③ーⅡ （絵本を使って～練習） 

第 27回      ピアノで表現③ーⅢ （絵本を使って～発表・意見交換） 

第 28回      テーマの設定 

第 29回      レポート作成について 

第 30回      後期まとめ 

授業の概要と目的 音楽に理論と実技の両面から取り組み、興味・関心のあるテーマを明確にしていく。 

テキスト 特にありません。 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方法 受講姿勢、課題の達成度で評価します。 



質問・相談の受付方法 授業後かオフィスアワーでお願いいたします。 

履修条件 子ども学科の学生であること。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 毎日こつこつがんばりましょう。 

準備学習について 復習、練習をお願いします。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（山下） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 必修 

担当教員： 山下 紗織 

テーマ 
児童文化に関する研究方法を学び、興味のあるテーマに関する文献講読・発表を通して、卒

業論文作成のための準備をする。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       論文の構成 

第３回       問い（問題関心）とは？ 

第４回       先行研究とは？（文献の検索・収集方法を含む） 

第５回       レジュメの作り方 

第６回       レジュメの作成 

第７回       レジュメの発表 

第８回       研究の目的・課題とは？ 

第９回       研究の方法・対象とは？ 

第 10回      文献購読①作家と作品 

第 11回      文献購読②作家と作品 

第 12回      文献購読③作家と作品 

第 13回      文献購読④作家と作品 

第 14回      文献購読を踏まえての発表 

第 15回      前期のまとめと後期に向けて 

第 16回      文献購読⑤詞の機能と絵の機能 

第 17回      文献購読⑥画面展開と描写の手法 

第 18回      文献購読⑦画材と技法 

第 19回      文献購読⑧ノンセンス・パロディ 

第 20回      文献購読⑨文字なし絵本 

第 21回      文献購読⑩作品の比較 

第 22回      文献購読⑪絵本と読者 

第 23回      文献購読⑫絵本と読者 

第 24回      文献購読⑬絵本と読者 

第 25回      自分の問いをみつめる 

第 26回      問いに基づく簡単な調査① 

第 27回      問いに基づく簡単な調査② 

第 28回      中間発表の準備 

第 29回      中間発表 

第 30回      まとめ 

授業の概要と目的 

前期は、学術論文の構成・読み方・まとめ方、先行研究の検索・収集方法など、論文作成の

基本を学ぶ。また、各自興味のある作家・作品に関する文献を読む。 

 後期は、文献購読を中心に、さまざまな絵本に関する分析視点を学ぶ。また、前期・後期

の文献購読を踏まえて自分なりの問いを見つけ、それに基づく調査・発表を行う。 

テキスト 特にありません。 



 

参考文献 特にありません。適宜、紹介します。 

成績評価の基準・方法 提出されたレジュメ、発表や受講の様子で評価します。 

質問・相談の受付方法 研究室にいるときはいつ来ていただいてもかまいません。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 興味のあるテーマをじっくり、いっしょに、深めていきましょう。 

準備学習について 
数回、レジュメにまとめて発表していただくことになるので、その準備に励んでいただけれ

ばと思います。 


