
　
生活文化概論

　　

担当教員全員

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、美の探究

【授業のテーマ】

　　　生活文化とは、社会の影響を受けて変容する「人の生活のありよ

　　う」です。そして、「生活のありよう」に規定されるだけでなく、

　　逆に、「生活のありよう」を形作り、「人が生活している社会」の

　　源ともなるのが、「人の生涯にわたる発達」です。生活の主体者で

　　ある「人」は、ヒトから人へ生涯発達をとげ、家族を形成し、世代

　　を継承し、生活文化を形作るのです。

　　　現在、「生活のありよう」の大きな要素である家族は多様化し、

　　人間関係、子どもの育ち、生活の安全など、複雑化した社会のなか

　　で様々な問題がみられます。このような課題について心理的側面か

　　らとらえ、分析し、主体的に解決するとともに、生活の充実向上を

　　図る能力と実践的な力を身につけるため、「生活・家族・保育・教

　　育・心理・健康」に関する知識と技術を４年間かけて総合的に習得

　　します。

　　　以上をふまえ、この授業では生活文化学科各教員の専門領域につ

　　いてオムニバス形式で概観し、4年間の学びの基本を理解します。

【授業における到達目標】

　　各回の講義を通じて、身近な生活に関心をもち、多角的な視点で物

　　事を見直すことができたか。

　　各教員の講義から、広い視野と深い洞察力を身につけ、自分の学び

　　たい分野、内容が見つけられたか。

　　学ぶ愉しみを知り「研鑽力」を身につけ、「人の生活のありよう」

　　を学ぶ生活文化学科での様々な授業にも、一層関心をもって取り組

　　めるようになったか。

【授業の内容】

　　第１回　ガイダンス「生活文化とは」

　　第２回　生涯発達心理学

　　第３回　教育心理学

　　第４回　認知心理学

　　第５回　社会福祉学

　　第６回　保育学

　　第７回　音楽教育

　　第８回　国語教育学

　　第９回　初等教育（算数）

　　第10回　幼児教育学

　　第11回　運動生理学

　　第12回　医学

　　第13回　生活経済学

　　第14回　家族関係学

　　第15回　教育学

　　　　　　まとめ「生活文化史」に向けて

【事前・事後学修】

　　【事前学修】（週2時間）

　　各領域についての小レポート等に取り組むこと。

　　【事後学修】（週2時間）

　　各領域についての小レポート等の復習に取り組むこと。

【テキスト・教材】

　　各担当教員の指示に従うこと。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業への取り組み（予復習を含む）：期末課題＝８：２とする。

　　学修内容の発表を行う等の方法で学修のフィードバックを行う。

【参考書】

　　各担当教員の指示に従うこと。

【注意事項】

　　教員の担当回は変更になることがある。

　　4年間の基本となる内容であり、特に、２年次ゼミ選択の際に重要

　　となる。遅刻・欠席することのないよう、注意すること。

　
生涯発達心理学ａ

　　

塚原　拓馬

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　　保育・教育実践における基礎理論としての発達心理学について学

　　習し、子どもの行動形成の理解を深める。そこでは、生涯発達心理

　　学の視点から幼児・児童についての心身の発達、学習の過程および

　　青年の心理的特性を学び、理解することを目指す。また、保育・教

　　育における心理学と発達の各領域について講義し、子どもの社会的

　　発達について考察する。

【授業における到達目標】

　　生涯発達の視点から、幼児期、児童期の心理的特性や発達の主領域

　　について理解し、幼児期・児童期までの心理社会的発達について学

　　修することを目標とします。そして、物事の真理（人間の心理）を

　　探究していく態度により、人間発達に対する広い視野と洞察力を身

　　につける志向性を持つことを到達目標とします。

【授業の内容】

　　　第１回：保育実践における発達心理学とは

　　　第２回：子どもの発達プロセスを理解する

　　　第３回：乳幼児発達の各領域の理解（身体運動機能の発達）

　　　第４回：乳幼児発達の各領域の理解（情動の発達）

　　　第５回：乳幼児発達の各領域の理解（言葉の発達）

　　　第６回：乳幼児発達の各領域の理解（認知の発達）

　　　第７回：乳幼児発達の各領域の理解（社会性の発達）

　　　第８回：社会的発達における基本的信頼感の形成

　　　第９回：社会的発達における役割習得

　　　第10回：他者とのかかわり（道徳性の発達）

　　　第11回：他者とのコミュニケーション（向社会性の発達）

　　　第12回：社会的発達における初期経験の効果

　　　第13回：幼児期と児童期の特性（就学支援）

　　　第14回：青年期と成人期の特性

　　　第15回：まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　各回テーマの小レポートの作成に取り組むこと（学修時間週２時

　　間）

　　

　　【事後学修】

　　各回テーマの小レポートの復習に取り組むこと（学修時間週２時

　　間）

【テキスト・教材】

　　適宜、レジュメを配布する。映像視聴も行う。

　　・無藤隆・岡本祐子・大坪治彦（編）（2004）「よくわかる発達心

　　理学」ミネルヴァ書房　\2400＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　定期試験（80％）、レポート（20％）を総合的に評価する。

　　レポートについては、記述された内容（質問や感想）に対して授業

　　内でフィードバックする予定である。

【参考書】

　　・無藤　隆・藤崎眞知代（編）（2011）「保育の心理学Ⅰ」　北大

　　路書房

【注意事項】

　　本講座と関連している「生涯発達心理学b」も必ず履修すること。
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生涯発達心理学ｂ

　　

塚原　拓馬

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　　児童、生徒の教育実践の基礎理論として、心身の発達及び学習の

　　過程について理解を深める。また、障がいのある幼児、児童、青年

　　について心身の発達を学び、行動形成の学習過程や支援対応につい

　　て学習する。そして、生涯発達心理学の視点から、青年・成人・老

　　年の心身の発達を生理的機能、認知機能、社会的行動などの視点か

　　ら講義する。

【授業における到達目標】

　　生涯発達の視点から、児童期、青年期、成人期、老年期の心理的特

　　性や発達的問題等について理解し、ライフサイクルにおける人の心

　　理社会的発達について学修することを達成目標とします。

　　そして、物事の真理（人間の心理）を探究していく態度により、人

　　間発達に対する広い視野と洞察力を身につける志向性を持つことを

　　到達目標とします。

【授業の内容】

　　　第１回：ライフサイクルと心理的発達

　　　第２回：児童期（仲間関係とその影響）

　　　第３回：児童期（学校生活と学習動機づけ）

　　　第４回：児童期（家族関係とコミュニティ）

　　　第５回：児童期における心身の障がいの理解と対応

　　　第６回：思春期（二次成長と心理社会的発達）

　　　第７回：思春期（自己意識の変化と向社会的行動）

　　　第８回：青年期（アイデンティティとは）

　　　第９回：青年期（青年期危機の様相）　

　　　第10回：青年期における心身の障がいの理解と対応

　　　第11回：成人期（キャリア発達）

　　　第12回：成人期（中年期危機と多重役割論）　

　　　第13回：老年期（老年期の身体的・認知的変化とその特性）

　　　第14回：老年期（サクセスフルエイジング）

　　　第15回：まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　各回テーマの小レポートの作成に取り組むこと（学修時間週２時

　　間）

　　

　　【事後学修】

　　各回テーマの小レポートの復習に取り組むこと（学修時間週２時

　　間）

【テキスト・教材】

　　適宜、レジュメを配布する。映像視聴も行う。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　定期試験（80％）、レポート（20％）を総合的に評価する。

　　レポートについては、記述された内容（質問や感想）に対して授業

　　内でフィードバックする予定である。

【参考書】

　　無藤　隆・岡本祐子・大坪治彦（編）（2004）「よくわかる発達心

　　理学」ミネルヴァ書房　\2400＋税

【注意事項】

　　本講座と関連している「生涯発達心理学a」も必ず履修すること。

　
健康科学概論

　健康と医療の心理学的側面

塩川　宏郷

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究

【授業のテーマ】

　　現代社会において健康に対する関心は非常に高い。健康と医療の問

　　題には心理学的側面の問題が必ず付随している。健康、疾病に関す

　　る知識のみならず、問題を心理・社会的な側面からとらえる視点が

　　重要である。本科目においては、健康の科学的なとらえかた、健康

　　維持のしくみ、保健医療システムにくわえ、疾病の心理学的側面に

　　ついても講述する。

【授業における到達目標】

　　学生の習得すべき行動力のうち、健康を科学的にとらえること、疾

　　病・障害のとらえかた、健康維持のしくみ、保健医療システム、な

　　らびに疾病や医療に関する事項の心理学的な側面について理解し科

　　学的にとらえる力を身につける。また、研鑽力として様々な問題を

　　心理社会的な側面から情報収集し、問題意識を持ち問題解決にあた

　　る力を身につける。

【授業の内容】

　　第1週　健康のとらえかた

　　第2週　環境と健康

　　第3週　遺伝と健康

　　第4週　加齢と健康

　　第5週　ストレスと健康

　　第6週　生活習慣病

　　第7週　悪性腫瘍、ターミナルケア

　　第8週　障害のとらえかた・ICF

　　第9週　健康を守るしくみ・保健医療システム

　　第10週　医療機関と医療関連職種

　　第11週　医療ソーシャルワークと心理

　　第12週　在宅医療・連携

　　第13週　感染症

　　第14週　社会医学と心理

　　第15週　総合討論

【事前・事後学修】

　　事前学修

　　　前回授業を復習し授業に臨むこと（学修時間　週2時間）

　　事後学修

　　　レポートやアクティブラーニング課題に取り組むこと（学修時間

　　　週2時間）

【テキスト・教材】

　　特に指定しない。資料を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験70％、平常点（授業態度・課題等）30％

　　レポート、アクティブラーニング課題発表評価は授業の中で行う。

　　試験解答基準や講評はmanabaを通じて行う。

【参考書】

　　授業の中で紹介する。

【注意事項】

　　身の回りの健康に関するニュース報道や出版物、インターネット情

　　報などを「批判的に吟味する」姿勢を持つこと。
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保育原理１

　　

松田　純子

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　保育とは、幼い子どもの生命を保護し、その心身の健全な成長・

　　発達を促す養護（care）と教育（education）とが一体となった営

　　みである。「保育原理」の授業では、保育に関する基本的な内容に

　　ついて総合的に学習する。

　　　「保育原理１」では、保育の対象となる「子ども」への理解を深

　　め、保育の意義について考える。また、乳幼児期の子どもの保育の

　　基本について、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定

　　こども園教育・保育要領等に学び、保育の内容と方法の基本を理解

　　する。さらに、西洋や日本の保育の思想や歴史、保育制度について

　　学び、保育の現状と課題を考察する。

　　　

【授業における到達目標】

　　・「子ども」の概念や存在そのものについての理解を深める。

　　・保育の意義について理解する。

　　・乳幼児期の保育の基本について理解する。

　　・保育の現状と課題について理解し、広い視野で多面的に考え、

　　　本質を見抜くことができるようになる。

　　・保育者（次世代を育てる者）としての自覚を持ち、人間性を

　　　高めようとする態度を身につける。

　　

【授業の内容】

　　１．保育原理とは

　　２．子ども観の変遷

　　３．子どもの理解

　　４．保育と教育

　　５．幼稚園教育要領と保育所保育指針

　　６．幼保連携型認定こども園教育・保育要領

　　７．保育の内容・方法

　　８．保育の計画・記録と評価

　　９．西洋の保育の歴史（1）18～19世紀

　　10．西洋の保育の歴史（2）20世紀～

　　11．日本の保育の歴史（1）明治期

　　12．日本の保育の歴史（2）大正・昭和期～

　　13．日本の保育制度

　　14．保育の現状と課題

　　15．総括

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の授業範囲のテキスト・資料を読み、専門用語等

　　　　　　　　を調べておくこと。（学修時間 週２時間）

　　【事後学修】授業内容について、ノート・テキスト・資料をもとに

　　　　　　　　復習し、まとめておくこと。（学修時間 週２時間）

　　

【テキスト・教材】

　　・乙訓稔 監修『保育原理―保育士と幼稚園教諭を志す人に―』

　　　（東信堂 2014年）2,200円

　　・『平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型

　　　認定こども園教育・保育要領〈原本〉』（ﾁｬｲﾙﾄﾞ本社 2017年）

　　　500円（税別）

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・試験60％、平常点（授業への積極参加・授業内課題）40％

　　・試験結果のフィードバックは、授業評価へのコメントにて行う。

　　

【参考書】

　　・授業時に適宜紹介、指示する。

　　

　
保育原理２

　　

松田　純子

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　保育とは、幼い子どもの生命を保護し、その心身の健全な成長・

　　発達を促す養護（care）と教育（education）とが一体となった営

　　みである。「保育原理」の授業では、保育に関する基本的な内容に

　　ついて総合的に学習する。

　　　「保育原理２」では、「保育原理１」に引き続き、子どもの発達

　　や子どもにとっての遊びの重要性、望ましい保育の環境や保育者の

　　専門性等について理解する。また、現在ある多様な保育の方法や考

　　え方を概観しながら、子どもにとって真に望ましい保育の内容と方

　　法について考察し、保育に対する理解を深めていく。

　　

【授業における到達目標】

　　・子どもの発達について理解する。

　　・子どもの遊びについて理解する。

　　・保育の環境について理解する。

　　・保育者の専門性について理解すると共に、保育者（次世代を育て

　　る者）としての自覚を持ち、人間性を高めようとする態度を身につ

　　ける。

　　・多様な保育の在り方について理解し、広い視野で多面的に考え、

　　本質を見抜くことができるようになる。

　　

【授業の内容】

　　１．子どもの発達と保育

　　２．子どもの発達特性（1）乳児期

　　３．子どもの発達特性（2）幼児期

　　４．発達の理解と援助

　　５．遊びの意義

　　６．遊びの理論と発達

　　７．遊びを通しての指導・援助

　　８．保育の環境（1） 自然／物／人

　　９．保育の環境（2） 時間・空間／社会・文化

　　10．保育者の専門性（1）保育者の資質

　　11．保育者の専門性（2）保育者の研究と研修

　　12．海外の保育（1）アメリカ

　　13．海外の保育（2）ヨーロッパ

　　14．多様な保育の在り方（外部講師）

　　15．総括

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の授業範囲のテキスト・資料を読み、専門用語等

　　を調べておくこと。（学修時間 週２時間）

　　【事後学修】授業内容について、ノート・テキスト・資料をもとに

　　復習し、まとめておくこと。（学修時間 週２時間）

【テキスト・教材】

　　・乙訓稔 監修『保育原理―保育士と幼稚園教諭を志す人に―』（

　　東信堂 2014年）2,200円・『平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所

　　保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈原本〉』（ﾁｬｲ

　　ﾙﾄﾞ本社 2017年）500円（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・試験60％、平常点（授業への積極参加・授業内課題）40％

　　・試験結果のフィードバックは、授業評価へのコメントで行う。

　　

【参考書】

　　・授業時に適宜紹介、指示する。

　　

【注意事項】

　　・受講者は必ず「保育原理１」を履修しておくこと。・外部講師の

　　特別講義日は講師の都合により変更になる場合がある。
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教育学概論

　　

田中　正浩

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　教育という文化的事象は、時代や社会、文化の要請に応えなけれ

　　ばならない。しかし、教育はそれらに即応すべきものでもなく、そ

　　れらを批判し、改善、改革するような教育固有の理論を備えなくて

　　はならない。この教育の理論の解明と構築が、今日の教育状況を打

　　開し、これからの教育にとって不可欠になってくる。

　　　本授業では、このような問題意識に基づき、可能な限り現実の教

　　育問題に言及しながら教育の本質と課題について考察し、理解を深

　　めていく。

【授業における到達目標】

　　　本授業では、受講者各自が根拠に基づき、冷静で客観的なスタン

　　スを保ちながら教育を捉えられるようになること、加えて、「教育

　　を見る目」を養うことを最終的な目標とする。

　　　

【授業の内容】

　　第１週　教育の意義と課題－教育とは何か－

　　第２週　教育の意義と課題－教育の可能性－

　　第３週　教育の諸理論－コメニウス、ロック、ルソー－

　　第４週　教育の諸理論－ペスタロッチ、フレーベル、ヘルバルト－

　　第５週　西欧における教育の歴史的展開－古代ギリシア、中世－

　　第６週　西欧における教育の歴史的展開－ルネサンス期、近代－

　　第７週　日本における教育の歴史的展開

　　第８週　教育と社会－社会の教育的機能、教育の社会的機能－

　　第９週　教育課程と教育内容－教育課程の意味と編成－

　　第10週　教育方法－教授・学習の原理－

　　第11週　学校教育の制度－近代学校制度の成立と発展－

　　第12週　教育行政と学校経営－教育行政のシステムと教育法規－

　　第13週　教師の仕事と学級経営－教師の専門性と力量形成－

　　第14週　現代の学校問題－不登校、いじめ、学級崩壊－

　　第15週　総括

【事前・事後学修】

　　事前学修…小テスト・レポート・発表等の課題に取り組む。

　　　　　　　（学修時間　週２時間）

　　事後学修…小テストの解答と解説、発表等に対する指摘について

　　　　　　　振り返り、確認する。テキストや資料プリントの次回

　　　　　　　授業範囲を読み、専門用語や人物について調べ、自分

　　　　　　　なりに理解しておく。（学修時間　週２時間）　

【テキスト・教材】

　　平野智美監修　中山幸夫、田中正浩編著『新・教育学のグランドデ

　　ザイン』（八千代出版　2017年）定価本体2,200円＋税

　　その他、資料プリントを適宜、配付する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　小テスト（20％）、試験（60％　※テキスト、資料プリント、

　　ノートの持ち込みは不可）、平常点〔授業態度・提出課題〕（20％

　　）

　　実施した小テストは次回授業、試験は最終授業で解説し、フィード

　　バックを行なう。

【参考書】

　　適宜、紹介、指示する。

【注意事項】

　　　授業形態は講義形式となるが、極力、双方向的な授業となるよう

　　に問いを発信していくので積極的に発言し、参加してほしい。

　
教育制度論

　　

田中　正浩

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、美の探究

【授業のテーマ】

　　　本授業は、我が国の教育制度について歴史的・社会的出来事との

　　関連で解説し、教育の社会的、制度的、行政的な知識の修得をめざ

　　す。前半で学校教育を中心として明治以降の教育を辿り、我が国の

　　教育理念の歴史資料を用いて学修する。後半は、教育の制度度的事

　　項としての教育制度を主要諸外国と比較検討し、続けて教育の社会

　　的な事項としての公教育とその具体的な表現である学校制度を考察

　　し、そのなかで社会的・国家的な営みとしての教育行政の意義と内

　　容について理解を深める。

【授業における到達目標】

　　　本授業では、修得した教育制度及び教育行政の基本的知識を基

　　に、今日、我が国の学校教育制度及び教育行政のシステム、加えて

　　学校経営の仕組みについて説明できることを最終的な目標とする。

　　　

【授業の内容】

　　第１週　子どもの権利－子どもの人権及び権利獲得までの歩み－　

　　第２週　子どもの権利条約　

　　第３週　教育に関する法律－教育法のしくみ－

　　第４週　教育内容に関する制度

　　第５週　日本国憲法と教育制度

　　第６週　教育基本法における教育の目的と目標

　　第７週　義務教育制度－誰の何に対する義務か－

　　第８週　義務教育の三原則

　　第９週　教育の機会均等

　　第10週　戦後の教育行政

　　第11週　現在の教育行政制度

　　第12週　教職員制度

　　第13週　保育制度

　　第14週　社会教育制度

　　第15週　総括

　　

【事前・事後学修】

　　事前学修…小テスト・レポート・発表等の課題に取り組む。

　　　　　　　（学修時間　週２時間）

　　事後学修…少テストの解答と解説、発表等に対する指摘について　

　　　　　　　振り返り、確認する。テキストや資料プリントの次回授

　　　　　　　業範囲を読み、専門用語や人物について調べ、自分なり

　　　　　　　に理解しておく。（学修時間　週２時間）

　　　　　　

【テキスト・教材】

　　資料プリントを適宜、配付する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　小テスト（20％）、試験（60％　※テキスト、資料プリント、

　　ノートの持ち込み不可）、平常〔授業態度・提出課題〕（20％）

　　実施した小テストは次回授業、試験は最終授業で解説し、フィード

　　バックを行う。

【参考書】

　　適宜、紹介、指示する。

【注意事項】

　　　授業形態は講義形式となるが、極力、双方向的な授業となるよう

　　に問いを発信していくので積極的に発言し、参加してほしい。
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社会福祉論

　　

大澤　朋子

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　現代社会に生きる私たちは生活上の様々な問題を抱えるが、その解

　　決の仕組みのひとつに社会福祉がある。本科目では社会福祉学を初

　　めて学ぶ学生に対して、現代社会の具体的な課題を取り上げなが

　　ら、〈誰が〉〈何を〉〈どのように〉問題だと認識し、それを〈ど

　　うやって〉解決しようとしているのかに着目しながら、社会福祉を

　　理解する。今日的な社会福祉の課題を理解し、解決策を考えていく

　　とともに、社会福祉についての基本的な知識を習得する。

【授業における到達目標】

　　保育士として身につけるべき社会福祉の基礎的な知識・ソーシャル

　　ワークの視点を修得する。学生が修得すべき「研鑽力」のうち、③

　　広い視野と深い洞察力を身につけ、本質を見抜く力、および「行動

　　力」のうち、①現状を正しく把握し、課題を発見する力を修得す

　　る。

【授業の内容】

　　（１）オリエンテーション・社会福祉ってなんだろう？

　　（２）現代の生活と社会福祉

　　（３）社会福祉の歴史

　　（４）少子高齢化と高齢者福祉

　　（５）加齢と障害を理解する

　　（６）若者問題と対策の展開

　　（７）貧困とホームレス問題

　　（８）社会福祉の手段―社会保障と公的扶助を中心に

　　（９）障害者福祉

　　（10）社会福祉のしくみ―社会福祉の法律・行政・財政

　　（11）社会福祉サービス利用のしくみと社会福祉の機関・施設

　　（12）社会福祉援助技術

　　（13）地域福祉

　　（14）社会福祉の担い手と他分野連携

　　（15）まとめ

　　※学生の興味関心や他科目の進度と関連して、この予定を前後・変

　　更する可能性もあります。

【事前・事後学修】

　　事前：各回のトピックに合わせた新聞記事等の情報収集、レポート

　　課題等に取り組む（学修時間　週2時間）

　　事後：講義ノートの整理、復習を行う（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　石田慎二・山縣文治編「新プリマーズ／保育／福祉　社会福祉（第

　　5版）」ミネルヴァ書房2017年　1800円（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的参加）20％、中間レポート20％、試験60%

　
教育方法・技術

　わかる・できる・つかえる・もっとやりたくなる「授業創造」

南雲　成二

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　本授業のテーマは「学習者はいかに学ぶか、教師はいかに教える

　　か」に関して、多面的・総合的に探究し、理論と実践の両面から具

　　体的な指導力と支援力を形成することです。初等教育における「授

　　業設計・実施・評価・改善等」にかかわる基礎的知識を理解した上

　　で、実践的な指導支援技術を習得することです。

　　　特に、教え手も学び手も共に納得のいく「授業創造・学習創造」

　　そのデザイン、学習単元の構成と展開を考えます。次の６つの基本

　　構成要素：Aねがい：B目標・学習テーマ：C学習者の実態（学習履

　　歴・学習経験・学習力の状況）：D教材・学習材の研究：E教授方略

　　（学習過程の工夫）：F学習環境・学習条件を探究します。

【授業における到達目標】

　　　授業設計・実施、授業評価＆改善（P→D→S・C→I・A）に関わる

　　知識と知恵を学ぶ（学習する）。そして、授業参観を伴う授業分析

　　を経験したり、自ら模擬授業（授業者として、学習者として参観観

　　察者として）を体験したりしながら、実践的な学習指導方法と支援

　　の手立て、具体的な教育技術を修得し、その幾つかを使えるように

　　なる。また、学生が修得すべき「研鑽力」③広い視野と深い洞察力

　　を身につけ、本質を見抜くことができる力や、「行動力」③プロセ

　　スや成果を正しく評価し、問題解決につなげることができる力や、

　　「協働力」①自己や他者の役割を理解し、互いに協力して物事を進

　　める力（＝チーム力）を修得する。　　　　　　

【授業の内容】

　　第１回：教育方法の基礎となる学習理論

　　第２回：生きる力を育む授業とは、教え手も学び手も共に授業

　　　　　　　を生きるには～実践に学ぶ、実践を紡ぐ方法・技術～

　　　　　　　（小学5年「大造じいさんとガン」実践報告を中心に）

　　第３回：授業設計①（目標・内容の構造化）

　　第４回：授業設計②（学び手の実態と単元構成、指導内容の吟味　

　　　　　　　　　　　　と学習指導計画の紡ぎ方）

　　第５回：授業設計③（教材・学習材の研究、詳細な指導計画＝本　

　　　　　　　　　　　　時展開の構成と学習展開過程の点検など）

　　第６回：教材開発・教材活用について（単元・単元開発）

　　第７回：授業研究①　学習指導案の見方、作り方を通してプレゼ　

　　　　　　ンテーションの方法と技術を学ぶ

　　第８回：授業研究②　学習づくりとプレゼンテーション資料の作　

　　　　　　成法（情報機器の活用やデジタル教科書の活用を含む）

　　第９回：学習集団におけるコミュニケーションの方法と技術

　　第10回：教育評価の方法と技術（形成的評価とフィードバック）

　　第11回：模擬授業①（椋鳩十作品や新美南吉作品を中心とした

　　　　　　　単元学習づくり）

　　第12～13回：模擬授業②（斎藤隆介作品を中心とした単元学習づ　

　　　　　づくり、道徳科や総合的な学習の単元構成と展開を学ぶ）

　　第14回：模擬授業③（「星の王子さま」読書単元化の試み）

　　　第15回：まとめと各自の課題の整理

　　　※生活文化学科幼児保育専攻幼小コース１年次では、教科教育法

　　　　「国語」しか履修できないので、模擬授業は「国語科」を中心

　　　　に進める。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】授業内容の各回ごとにテキストの要約・要点整理、レ

　　ポート・発表等の課題に取り組むこと。（学修時間　週２時間）【

　　事後学修】小テストや発表、レポートや「学習指導案」等の内容　

　　を復習すること。次回の事業範囲を予習し、わかる・できる・つ　

　　かえる・もっとやりたくなる「授業づくり」の方法と技術を身に　

　　つけること。授業改善・評価の基礎的な観点を修得すること。

　　　（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　・南雲成二共著『合科的・総合的な学習のための読書関連単元33の
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　 　　プラン集』（東洋館出版2001.7　2900円＋税）

　　・高木展郎編集『各教科等における言語活動の充実』（教育開発研

　　究所2008.11　2400円＋税）

　　・南雲成二共著「６年間でみるみる思考力がつく読むことの授業プ

　　ラン＆ワークシート」（明治図書　2012.3　2060円＋税）

　　・『小学1年～6年教育技術』（小学館2018定期刊各1620円＋税）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・平常点（授業への積極的な参加及び発表・交流学習への参加態度

　　）40％、「学び手も教え手も共に納得のいく学習単元構成の原理と

　　方法、及び学習評価・授業評価」関連の小テスト20％、模擬授業や

　　授業分析への取り組み40％により総合的に評価する。実施した小テ

　　ストは次回授業、課題レポートやポートフォリオはまとめの授業や

　　最終授業で解説し、フィードバックを行う。

【参考書】

　　・教科教育法「国語」と連動

　　　小学校国語教科書（光村図書版、学校図書版、教育出版版、

　　　学校図書版、三省堂版）とデジタル国語教科書（小１～中３光村

　　　版）

　
子どもと英語ａ

　　

津田　ひろみ

１年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　この授業では就学前に限らず、小学校低学年から高学年に渡る児童

　　英語教育の基礎を学んでいきます。 児童英語指導の授業で必要と

　　なるクラスルームイングリッシュや多種多様なアクティビティーを

　　学び、実践的に英語を使う練習をします。また、様々なグループワ

　　ークやディスカッションを通して、２１世紀に必要な能力と言われ

　　ている「コミュ ミケーション能力」「協働作業能力」「分析思考

　　力」「自己肯定力」なども身につけていきます。コースの終盤で

　　は、児童の知的発達に合わせ、児童の思考力を養う指導方法も学

　　び、 模擬授業を実践します。

【授業における到達目標】

　　児童英語指導教授法の基礎を学ぶことを通じて、学生が習得すべき

　　国際的視野や国際化社会の中に価値を見出し、感受性を深めようと

　　する態度を修得する。また、模擬授業の実施などを通じて、知への

　　探究心、自ら課題を発見し、解決する「行動力」や他者と協力し物

　　事を進める「協働力」を修得する。

【授業の内容】

　　第1週 授業概要/レディネスニーズ調査

　　第2週 チャンツを活用した音声教育

　　第3週 フラッシュカードを使った活動

　　第4週 全身反応教授法を使った活動

　　第5週 教科書を使用したアクティビティー

　　第6週 フォニックスの指導

　　第7週 練習模擬授業の計画

　　第8週 練習模擬授業の発表

　　第9週 練習模擬授業の振り返りとフィードバック

　　第10週  絵本を使った指導方

　　第11週  外部講師による講演

　　第12週  模擬授業計画

　　第13週  模擬授業1

　　第14週  模擬授業2

　　第15週  復習とまとめ

【事前・事後学修】

　　クラスルームイングリッシユの予習や模擬授業準備に取り組んでく

　　ださい。（学修時間　週２時間程度）

　　模擬授業や授業内容の復習をしてください。（学修時間　週２時間

　　程度）

【テキスト・教材】

　　第1回目の授業時に指示をする。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　模擬授業　２５％　 復習小テスト２５％　

　　平常点（授業活動への参加・課題提出）２０％

　　期末テスト　３０％

　　復習テストと期末テスト結果は、次の授業または最終授業でフィー

　　ドバックを行う。

【参考書】

　　授業中に適宜紹介します。

【注意事項】

　　授業の日程が変更することがあります。外部講師による講演を行

　　います。履修人数によっては模擬授業から校外実習へ替わる可能性

　　 もあります。後期の「子どもと英語 b」とは、異なる内容である

　　ため、双方を授業することが望ましい。
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子どもと英語ｂ

　Teaching English for Young Learners

津田　ひろみ

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　この授業では就学前に限らず、小学校低学年から高学年に渡る児童

　　英語教育の基礎を学んでいきます。後期では、 児童の知的発達、

　　児童心理、認知発達、言語発達といった 面からも英語教育を考

　　え、年齢に合った指導法を研修していきます。授業では、前期同

　　様、協同学習を通しグループ内で、意見を出し合い、児童 の思考

　　力を深める指導方法を探りながら、授業案作りをします。また、

　　児童英語の授業で必要となるクラスルームイングリッシュやアクテ

　　ィビティーを学び、 実践的に英語を使い練習します。子どもと英

　　語 a と同様、指導の練 習を重ね、そのまとめとして模擬授業を行

　　います。

【授業における到達目標】

　　児童英語指導教授法の基礎を学ぶことを通じて、学生が習得すべき

　　国際的視野や国際化社会の中に価値を見出し、感受性を深めようと

　　する態度を修得する。また、模擬授業の実施などを通じて、知への

　　探究心、自ら課題を発見し、解決する「行動力」や他者と協力し物

　　事を進める「協働力」を修得する。

【授業の内容】

　　第1週 オリエンテーション　児童英語指導の目的と目標

　　第2週 未就学児と就学児の認知発達

　　第3週 未就学児と就学児の言語発達

　　第4週 母語と第二言語習得

　　第5週 アクティビティーとイベントの導入

　　第6週 イベント企画と実践

　　第7週 児童英語教授法 1（student-centered approach）

　　第8週 児童英語教授法 2 ( Active Learning)

　　第9週 児童英語教授法 3 (CLIL)

　　第10週  模擬授業　準備１

　　第11週  模擬授業　準備 2

　　第12週  模擬授業１

　　第13週  模擬授業フィードバックと児童英語教授法総復習

　　第14週  期末テスト

　　第15週  復習とまとめ

【事前・事後学修】

　　クラスルームイングリッシユの予習や模擬授業準備に取り組んでく

　　ださい。（学修時間　週２時間程度）

　　模擬授業や授業内容の復習をしてください。（学修時間　週２時間

　　程度）

【テキスト・教材】

　　第1回目の授業時に指示をする。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　模擬授業　２５％　 復習小テスト２５％　

　　平常点（授業活動への参加・課題提出）２０％

　　期末テスト　３０％

　　復習小テストと期末テストは、次回の授業または最終授業でフィー

　　ドバックを行う。

【参考書】

　　授業中に適宜紹介します。

【注意事項】

　　授業の日程が変更することがあります。外部講師による講演を行

　　います。履修人数によっては模擬授業から校外実習へ替わる可能性

　　 もあります。後期の「子どもと英語 a」とは、異なる内容である

　　ため、双方を授業することが望ましい。

　
基礎演習１

　生活文化専攻の基礎・基本力の伸長「ことばの力　基盤整備」

南雲　成二

１年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　基礎演習１は、言語力（話す力・聞く力・書く力・読む力）を中

　　心に、実践女子大学生活科学部生活文化学科専攻の学生として「学

　　び」を展開していくうえで必要不可欠な基本的言語知識と言語技能

　　を点検し、より発展させることを目的としています。

　　　大学ホームページに示されている「生活科学部の学び」と「生活

　　文化学科の３つの方針（①アドミッションポリシー②カリキュラム

　　ポリシー③ディプロマポリシー）」を再度確認していきましょう。

　　　大学1年生として身に付けておきたいことばの力（＝思考力・判

　　断力・表現力の基礎）をスキルアップします。書くこと・読むこと

　　（文字言語活動能力）と、話すこと・聞（聴）くこと（音声言語活

　　動能力）に関する自己学習課題を明確にしながら15回の学習にチャ

　　レンジします。　

【授業における到達目標】

　　 生活文化学科「生活心理専攻」「幼児保育児童教育専攻」として

　　必要な基礎的言語力（言語生活・言語文化・言語活動を支える話す

　　力・聞く力・書く力・読む力）を修得する。より確かで豊かなこと

　　ばの担い手（言語行動主体者）になる。また、言語作品や教材の学

　　習を通して、本学学生が修得すべき「国際的視野」のうち③日本の

　　文化・精神を知り世界に発信しようとする態度の形成を図る。併せ

　　て学生が修得すべき「研鑽力」のうち、②学修成果を実感して、自

　　信を創出することができる力（自己教育力）を伸長する。

【授業の内容】

　　※幼児保育専攻『保育・教育相談の基礎』と生活心理専攻『フィー

　　　ルドワーク１』の体験学習を踏まえた【報告発表会】と連動して

　　　います。日程時程の確認をしっかり行いながら進めます。

　　第１回　オリエンテーション「基礎演習１」で学習すること

　　　　　「愛語と戒語」を中心に、大学生としての言語力を展望する

　　　　　　【前半は、かきことば＝文字言語の学習、書く・読む】

　　第２回  自己紹介①　具体的な話す・聞く、書く・読むを中心に

　　第３回　自己紹介②「色紙作り」と「手作り名刺作り」

　　第４回　手紙を書く１（暮らしの中の手紙を見つめる。書式の基本

　　　　　　に関する学習と手書き硬筆・毛筆の実習を含む）　　　　

　　第５回  手紙を書く２（目上の相手に書く依頼やお礼の手紙、家族

　　　　　　や自分に宛てた手紙の実作を試みる）

　　第６回　説明的文章を中心にした読解・要約・批評活動を行う　

　　　　　　（学祖下田歌子先生の著作や学びを通して）　　　

　　第７回　文学的文章を中心にした読解・解説・批評活動を行う

　　　　　　（「八月や六日九日十五日」に関連する小中教材を核に）

　　第８回　「わたし遺産考」（小論文やエッセーの表現を活用して）

　　第９回（１）敬語の基礎確認（話し言葉、書き言葉の両面から）

　　　　　（２）語彙・語句の点検（日本語テキストの反復活用）

　　第10回　インタビューの仕方、調査報告の仕方を点検する。

　　　　　　【はなしことば＝音声言語の学習へ　聞く聴く・話す】

　　第11回　フィールドワーク、体験学習の実践報告会準備①

　　　　　　体験学習報告文（個人バージョンレポート）の作成。

　　第12回　実践報告会準備②１グループ8分程度の発表時間を踏まえ

　　　　　　パワポ用セル上で構成を考えながら、小見出しと要点を書

　　　　　　きまとめる。（生活心理専攻・幼児保育専攻別に準備）

　　　　　　前年度「実作例」を参考に、口頭発表用原稿を作成する　

　　※実践報告会の基となる発表準備と作業時間は、『フィールドワー

　　ク１』及び『保育教育指導の基礎』の中で確保します。　　

　　第13～14回　グループに分属し発表。質疑応答・移動を含め１グル

　　ープ8分程度で構成。（但し、個人発表形式をとることもある。）

　　（第13回…前半グループ、第14回…後半グループ）

　　第15回　「基礎演習１」を振り返り、達成内容の点検とあわせ今後

　　　　　　の自己学習課題の明確化を図る。

　　☆基本的な内容です。学習の順番が入れ替わることもあります。
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　 【事前・事後学修】

　　【事前学修】テキストや資料の要約・整理、言語生活の振り返りや

　　　レポート・発表等の課題に取り組む。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】課題レポートや言語理解・表現に対する指摘について

　　　振り返り、確認する。テキストや資料プリントの次回学修範囲を

　　　読み、専門用語や人物について調べ、自分なりに理解しておく。

　　（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　・『大学生のための日本語表現トレーニング』（１スキルアップ編

　　　　　２ドリル編　３実践編＜三省堂書店：福嶋健伸・橋本修編著

　　＞2008.9第１刷　各1900円＋税）

　　・必要に応じSPIや、課題ワークシート、新聞記事を活用します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（演習への積極的で主体的な参加及び発表）40％、課題レポ

　　ートや言語作品の内容60％、などにより総合的に評価します。

　　実施した小テスト等は次回授業、中核となる課題レポートや試験は

　　最終授業で解説し、フィードバックを行います。

【注意事項】

　　・1回分の持ち時間が90分しかありません。遅刻をしないように心

　　がけてください。遅刻してしまうと、学習が成立しません。

　
フィールドワーク１

　　

高橋　桂子・笹川　啓一・作田　由衣子・塩川　宏郷

１年　通年　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　生活心理専攻では、①「『心理学の視点から生活の課題を分析し、

　　解決する』とはどういうことか」、②「その意義は何か」を理解す

　　るため2年間にわたり4種類のﾌｨｰﾙﾄﾞ（病院、対人支援サービス企

　　業、心理系企業や障害者就労支援施設など）に出かける。ﾌｨｰﾙﾄﾞの

　　見学は4ｸﾗｽ（各ｸﾗｽ10名程度）に分かれて行う。ﾌｨｰﾙﾄﾞでの実際の

　　様子に基づき、学問的な知識や理論について批判的思考を行えるよ

　　うになるための基盤を形成する。

【授業における到達目標】

　　①「身のまわりの生活のなかに、課題があることを知る」②「そ

　　の課題の内容について言語で表現できる」ようになることが目標で

　　ある。特に「行動力」・「協働力」の基礎を身につける。

【授業の内容】

　　第１週　ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

　　第２週　ﾌｨｰﾙﾄﾞA事前指導①外部講師による講話①　　

　　第３週　ﾌｨｰﾙﾄﾞB事前指導①

　　第４週　ﾌｨｰﾙﾄﾞC事前指導①　　

　　第５週　ﾌｨｰﾙﾄﾞD事前指導①

　　第６週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ見学ｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾞ①　※ｸﾗｽ別

　　第7・8週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ見学①（教員引率）※ｸﾗｽ別

　　第9週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導①・課題（発表準備）説明　※ｸﾗｽ別

　　第10週　ﾌｨｰﾙﾄﾞA事後指導①含　学生発表

　　第11週　ﾌｨｰﾙﾄﾞB事後指導①含　学生発表

　　第12週　ﾌｨｰﾙﾄﾞC事後指導①含　学生発表

　　第13週　ﾌｨｰﾙﾄﾞD事後指導①含　学生発表

　　第14週　外部講師による講話②

　　第15週　前期のまとめ　

　　第16週　ﾌｨｰﾙﾄﾞA事前指導②外部講師による講話③

　　第17週　ﾌｨｰﾙﾄﾞB事前指導②

　　第18週　ﾌｨｰﾙﾄﾞC事前指導②

　　第19週　ﾌｨｰﾙﾄﾞD事前指導②

　　第20週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ見学ガイダンス②　※ｸﾗｽ別

　　第21・22週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ見学②（教員引率）※ｸﾗｽ別

　　第23週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導②・課題（発表準備）説明　※ｸﾗｽ別

　　第24週　ﾌｨｰﾙﾄﾞA事後指導②含　学生発表

　　第25週　ﾌｨｰﾙﾄﾞB事後指導②含　学生発表

　　第26週　ﾌｨｰﾙﾄﾞC事後指導②含　学生発表

　　第27週　ﾌｨｰﾙﾄﾞD事後指導②含　学生発表

　　第28週　外部講師による講話④

　　第29週　報告会に向けて

　　第30週　年間のまとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】見学前に、ﾌｨｰﾙﾄﾞについて事前に必ず調べ、見学に出

　　かけるﾌｨｰﾙﾄﾞの概要を理解しておくこと（学修時間週２時間）。

　　【事後学修】フィールドで経験した内容が、大学で勉強する理論や

　　専攻とどう関連するか自分なりに考える（学修時間週２時間）。

【テキスト・教材】

　　佐藤郁哉（2002）『フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説

　　をきたえる』新曜社．3,045円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（ﾌｨｰﾙﾄﾞでの取り組み、事前事後の学修および発表、質疑応

　　答、課題提出など）100%。授業開始時に取り組めていた点やつまず

　　きがちだった点についてフィードバックを行う。

【参考書】

　　授業内で指示する。

【注意事項】

　　・原則として教員が引率し、各ﾌｨｰﾙﾄﾞについて4週分×90分を経験

　　するが、先方の都合などにより実習などを行う場合は12時間以上（
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　 　　＝4週分×3時間）を経験し、その時間数を先方に記録して頂く必要

　　がある。

　　・ﾌｨｰﾙﾄﾞへの交通費など諸費用は自己負担。

　　・校外に出かけるので、安全面などに十分に注意すること。

　　・外部講師の日程やﾌｨｰﾙﾄﾞに出かける日程などについては変更が生

　　じる場合がある。

　
生活の科学

　　

渡辺　敏・大川　知子・白尾　美佳・橘　弘志・槙　　　究

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、人間の生活にとって不可欠な衣食住について、生

　　活科学部他学科の先生方から、ご専門領域について科学的な視点か

　　らご講義頂きます。そして、身近な生活のなかに原理や法則を見出

　　す重要性を実感し、大学での勉強内容を身のまわりの事象と関連付

　　けて考える姿勢を養います。そのため、まず、生活科学と各領域の

　　概要について概観します。次に、学科専門科目における心理学領域

　　・保育学領域の位置づけについて、概要を示します。これらをふま

　　え、まず、環境デザインの視座から、生活の科学的理解とはなにか

　　を考え、生活の営みを主体的に構築することと大学での4年間の学

　　びについて考えます。上記を踏まえ被服学領域・食物学領域・住居

　　学領域について、「人間の生活と衣食住」「衣食住の基礎知識」「

　　ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞと衣食住」「衣食住に関する生活の課題と今後の展望」等

　　の４点からご講義頂きます。最後に自分の関心のある領域について

　　のレポートを書き、みんなで読み合います。

【授業における到達目標】

　　この講義では「衣・食・住」の視点から広く生活文化について学ぶ

　　ことで「国際的視野」と「美の探探究」の態度を身に付けます。ま

　　た、それぞれの講義ではグループワークやディスカッションを通し

　　て学生同士が共に学び合い「研磨力」「協働力」を育てます。そし

　　て実際の生活の中で、どのように「衣・食・住」の学びを生かした

　　活動ができるかを学生同士で考える学びを繰り返すことで「行動力

　　」を身に付けます。

【授業の内容】

　　第１回　ガイダンス

　　第２回　「生活」を「科学」する～環境デザインの視座から　

　　第３回　被服学領域１　衣服が果たす役割

　　第４回  被服学領域２　衣服はどのように作られるのか

　　　　　　　　　　　　　（１）商品企画

　　第５回　被服学領域３　衣服はどのように作られるのか

　　　　　　　　　　　　　（２）生産

　　第６回  被服学領域４　これからの衣服の在り方

　　第７回  食物学領域１　人間の生活と食

　　第８回  食物学領域２　食の基礎知識（食品の分類と種類、栄養）

　　第９回  食物学領域３　ライフステージと食

　　第10回  食物学領域４　食に関する課題と今後の展望

　　第11回  住居学領域１　住まいの役割

　　第12回  住居学領域２　住まいの形態

　　第13回  住居学領域３　住まいと生活

　　第14回  住居学領域４　住まいと文化

　　第15回  まとめ（レポートの読み合い）

【事前・事後学修】

　　あらかじめ各回の授業内容について、自分なりに考えてみましょ

　　う。（学修時間　週２時間）授業後も、各回の授業内容について、

　　自分なりに振り返ってみましょう。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　各教員の指示に従うこと。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　受講状況および授業での学習への取り組み（90％）、レポート（10

　　％）で評価する。学習への取り組みについては授業者から講義の中

　　でフィードバックを行う。

【参考書】

　　各教員の指示に従うこと。

【注意事項】

　　各回の講義で学んだ内容について、自分の身のまわりの生活、また

　　他の授業と関連させて考えてみましょう。
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家族関係論

　　

細江　容子

１年　前期　2単位　　

○：国際的視野、研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　「家族関係論」では、人の一生と家族・家庭生活、その福祉の問

　　題について分析的にとらえる中で、家族関係の法則性について明ら

　　かにする。

　　　今日、家族の「多様化」や「私事化」、「個別化」、「個人化」

　　が進み、様々な家族の問題が取りざたされる様になっている。どの

　　ようにそれらの問題をとらえ、どのように対応していくか、受講生

　　一人一人の問題意識を基に分析を試みる。さらに、本講では誰にっ

　　ても身近な存在である家族について、客観的、科学的にとらえ、多

　　面的に分析し、問題解決に取り組む態度を身に付けることを目的と

　　する。

　　　本講義の特徴は、授業で、『下流の宴』、『クレーマー・クレー

　　マー』、『誰も知らない』、『晩秋』等の映画やドキメント、男女

　　共同参画絵川柳・漫画、国内外のラブソングなどを活用し、学生た

　　ちの考えにインパクトを与え、「批判的思考力」、「創造力」、「

　　コミュニケーションスキル」、「情報リテラシー」といった「21

　　世紀型スキル」の強化をはかることで、受講生のエンパワーメント

　　（empowerment）と福祉（well-being）実現のための能力を養うこ

　　とにある。

　　　また、本講義では、専門的テーマで研究を重ねている外部講師を

　　招くなどにより家族関係学の視点での考察を深める。

【授業における到達目標】

　　・個人の持つ家族に対する先入観や固定的イメージを理解する。

　　・社会変動と家族との関わりを理解する。

　　・家族について、客観的、科学的にとらえ、多面的に分析し、問題

　　　解決に取り組む態度を身に付ける。

　　・これらの知識や技術に基づき、人の生活の営みと人間の生涯発達

　　　を総合的にとらえその生活課題について、理解・考察し、多様な

　　　人々と協働して、生活の向上を図る能力の養成を目的とする。

【授業の内容】

　　　　第１回　授業の概要、進め方について

　　　　　　　　（家族関係学を学ぶにあたって）

　　　　第２回　生まれる・育つ

　　　　第３回　子どもが直面している問題（外部講師等）

　　　　第４回　親からの自立

　　　　第５回  配偶者の選択と結婚

　　　　第６回　セクシュアリティ・生殖・出産

　　　　第７回　夫婦関係の諸相

　　　　第８回　子育てと子どもの社会化

　　　　第９回　離婚・再婚・ステップファミリー

　　　　第10回　ワーク・ライフ・バランス

　　　　第11回　親のケアに関わるということ

　　　　第12回　高齢期の社会関係と生きがい

　　　　第13回　支えられて生きる

　　　　第14回　社会の変化・家族の変化

　　　　第15回　まとめ　

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】配布資料等を基にレポート・発表等の課題に取り組む

　　　　　　　　こと。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】講義や課題発表等の復習をすること。（学修時間 週

　　　　　　　　２時間）

【テキスト・教材】

　　　長津美代子、細江容子ほか『新しい家族関係学』建帛社　2014、

　　（定価： 2,484円）

　　資料等を講義ごとに提示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　講義でのレポート、テーマに関する討議等での意見の発表・プレ

　　　ゼンテーション等（50％）と期末試験（50％）の総合的判断によ

　　る。

　　　レポート、テーマに関する討議等での意見の発表・プレゼンテー

　　ション等（50％）に関してはそのつど全体における講評を行うなど

　　し、期末試験（50％）に関しては、個々への対応を行うなどしてい

　　る。

【参考書】

　　神原文子・杉井潤子・竹田美知編 『よくわかる現代家族』 ミネル

　　ヴァ書房 2016年 第2版、牟田和恵編 『家族を超える社会学──新

　　たな生の基盤を求めて』 新曜社 2009年
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人体の構造と機能

　解剖学と病態生理学

塩川　宏郷

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　健康に対する意識の高まりを背景として健康や疾病に関する情報が

　　氾濫している今日にあっては、健康・疾病・障害について正確な知

　　識を持ち理解することが必要である。本科目においては、人体の構

　　造および生命維持のしくみ、ならびにその病態について講述し、健

　　康科学概論、医学概論を履修する基礎的知識とする。

【授業における到達目標】

　　人体の構造と生理機能について概要を理解する。

　　臓器別の主要な疾患について、その病態生理や治療法について知

　　る。

　　心理学の基礎としての脳の構造と機能について学び、自ら未解決の

　　問題を明らかにするための行動力、研鑽力を身につける。

【授業の内容】

　　第1週　イントロダクション・恒常性の維持

　　第2週　細胞

　　第3週　血液・免疫

　　第4週　呼吸器

　　第5週　循環器

　　第6週　消化管

　　第7週　肝臓・胆のう・膵臓

　　第8週　内分泌

　　第9週　生殖器、腎・泌尿器

　　第10週　筋・骨・皮膚

　　第11週　感覚器

　　第12週　脳・神経1

　　第13週　脳・神経2

　　第14週　精神

　　第15週　総合討論

【事前・事後学修】

　　事前学修

　　　前回の授業を復習し授業に臨むこと（学修時間　週2時間）

　　事後学修

　　　簡単な小テスト、アクティブラーニング課題に取り組むこと（学

　　修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　資料を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験（70％）、平常点（授業態度・課題等30％）

　　課題のフィードバックは次回の授業で行う。

　　試験の講評等は適宜manabaを通じて行う。

【参考書】

　　カラー版図解人体の正常構造と機能　全10巻縮刷版改訂第2版全1冊

　　（日本医事新報社）

　
脳と心

　脳からヒトの知覚・認知・こころを探る

雨宮　薫

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野

【授業のテーマ】

　　先端的な神経科学の視点から、ヒトの心についての理解を深め、ま

　　たさらには、ヒトとは何か、心とは何かという大きな命題を考えま

　　す。

　　

　　認知神経科学とは、脳がどのように心を有効に働かせているかを研

　　究する、比較的新しい研究分野です。

　　ヒトの知覚から認知、そして行動、思考、そして感情、意思決定な

　　どが脳とどのように関係するかを理解し、その根底となるヒトの概

　　念の構成の仕方、言語、記憶、学習や運動といったところから、ヒ

　　トが認知する世界を考え、その上で「こころ」とは何かを考えま

　　す。

　　

　　また、ヒトの認知を検証するためには、どのような実験がありうる

　　のか、どのような実験的手法があるのかを理解し、そこから得られ

　　る知識がどういったものなのかを理解・把握できるようにします。

【授業における到達目標】

　　授業では以下を到達目標とします：学習がいかに脳にとって重要か

　　という視点を学び取ることで、自ら研鑽力を磨く契機とすること。

　　実験的に検証する視点を学ぶことで、問題解決に至る道程を理解す

　　ること。他者の理解が自己の研鑽の上に成り立っていることを理解

　　することで、相互の役割を理解し、協力関係に生かすこと。

【授業の内容】

　　第１週 脳の解剖と研究法について知る

　　第２週 視覚・概念

　　第３週 視覚失認

　　第４週 聴覚

　　第５週 注意

　　第６週 記憶

　　第７週 記憶の障害

　　第８週 運動

　　第９週 運動の障害

　　第10週 言語・音楽

　　第11週 情動

　　第12週 認知的制御・意思決定

　　第13週 社会的認知

　　第14週 意識・自由意志

　　第15週 新たな知見

　　出席者の興味により、変更可能とします。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　　小中高の理科・生物の教科書、

　　　他の心理学で学修した内容などを復習すること。

　　　（週２時間）

　　　

　　　【事後学修】

　　　学修した内容を復習すること。（週２時間）

【テキスト・教材】

　　プリントを使用する

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極参加・授業内レポート・授業内小テスト）１

　　００％

　　レポートや小テスト、受講者の興味対対象などから、適宜授業内容

　　を修正する。

　　またレポートなどの疑問点や間違えた把握などは、次週以降に追加

　　で講義する。

【参考書】

　　Michel S. Gazzanigaら（著）, 「Cognitive Neuroscience：The
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　 　　Biology of the mind」（W W Norton and Co Inc. 2013）

　　日本語にしてレジュメに使用します。

【注意事項】

　　興味を持ち積極的に授業に参加すること。

　　知りたい心と脳のかかわりがあれば、随時希望は受け付けます。

　　疑問点はその場で聞いてもらっても可能ですが、

　　履修生同士の私語・飲食など授業聴講にあまりに不適切かつ他の履

　　修生に迷惑をかける行為が目に余る場合、退席していただくことが

　　あります。その場合、出席点は加味できません。

　
心理学概説１

　　

伊藤　言

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究

【授業のテーマ】

　　この授業では，アメリカをはじめ多くの国の心理学概説の講義で標

　　準的に用いられるテキストである『マイヤーズ心理学』にもとづい

　　て，心理学の基礎知識を活き活きと学びます。心理学についての

　　知識や理論をいわゆる「お勉強」として味気なく学ぶのではなく，

　　1. 授業中のミニ実験やリアルタイム調査を通じて心理学的知識を

　　自分自身の生の経験として体感し，2. 心理学の知識や理論が当て

　　は まる日常生活での経験を繰り返し思い出してもらうことを通じ

　　て，心理学のレンズを通せば私たちの日常経験や生活を新鮮な形で

　　捉え直せる驚きを伝える授業を目指します。その中で，心理学に関

　　する基礎的な知識を体系的に身につけてください。

【授業における到達目標】

　　私たちが動物から進化した生物学的な存在であること，しかしどの

　　ように考えるかに応じて行動を変化させることもできる心理学的な

　　存在であること，また他者の存在や時代・文化などから避けがたい

　　影響を受ける社会的な存在であることを理解し，自らの経験として

　　体感する（美の探究）。そして，自己や他者の「心」について根拠

　　がある形で考えようとしたとき，つねに【生物-心理-社会】の3つ

　　の視点から考えられるようになり，自らの人生における課題を心理

　　学の道具立てを通じて捉え直すことができるようになる（研鑽力

　　）。

【授業の内容】

　　　第1回　心理学概説についてのオリエンテーション

　　　第2回　心理学の歴史と方法論

　　　第3回　生物学的な存在としての心

　　　第4回　脳と心

　　　第5回　意識・無意識・注意

　　　第6回　心は育ちか？遺伝か？（行動遺伝学）

　　　第7回　動物から連続する人間の心（進化心理学）

　　　第8回　子どもから大人へと発達する人間の心（発達心理学）

　　　第9回　一生涯発達し続ける人間の心（生涯発達心理学）

　　　第10回　感覚・知覚に共通する原理（感覚・知覚心理学1）

　　　第11回　なぜ・どうのように見えるのか（感覚・知覚心理学2）

　　　第12回　学習はどのように生じるか？1（行動分析学）

　　　第13回　学習はどのように生じるか？2（認知と動機づけ）

　　　第14回　記憶の仕組み（認知心理学）

　　　第15回　まとめ

【事前・事後学修】

　　◆事前学修（週２時間）：教科書の熟読（全員）。教科書を発表可

　　能な形でプレゼンテーション形式でまとめ準備すること（指定され

　　た発表者）

　　◆事後学修（週２時間）：公開された試験問題を解けるようにする

　　（全員）。小テストのための教科書の復習（全員）。授業時間外に

　　実験や調査への参加，および動画の視聴を求めることがある（全員

　　）

【テキスト・教材】

　　『カラー版マイヤーズ心理学』（マイヤーズ著・村上郁也監訳・西

　　村書店，2015）定価10,260円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　◆試験70％◆授業への取り組み30％

　　　（授業内での発表・授業内での発言・提出物や小テストによる予

　　習復習の確認・実験や調査への参加・事前の動画視聴）

【注意事項】

　　　毎回その講義の範囲内の試験問題を公開するので必ず復習してく

　　ださい。また指示に従って各回の授業に必要な事前準備・予習を行

　　うよう注意してください。これらを行っているかぎり，単位を取得

　　できるよう配慮します。慣れないうちは大変かもしれませんが，一

　　緒に歩んでいきましょう。
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心理学概説２

　　

伊藤　言

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究

【授業のテーマ】

　　この授業では，アメリカをはじめ多くの国の心理学概説の講義で標

　　準的に用いられるテキストである『マイヤーズ心理学』にもとづい

　　て，心理学の基礎知識を活き活きと学びます。心理学についての

　　知識や理論をいわゆる「お勉強」として味気なく学ぶのではなく，

　　1. 授業中のミニ実験やリアルタイム調査を通じて心理学的知識を

　　自分自身の生の経験として体感し，2. 心理学の知識や理論が当て

　　は まる日常生活での経験を繰り返し思い出してもらうことを通じ

　　て，心理学のレンズを通せば私たちの日常経験や生活を新鮮な形で

　　捉え直せる驚きを伝える授業を目指します。その中で，心理学に関

　　する基礎的な知識を体系的に身につけてください。

【授業における到達目標】

　　私たちが動物から進化した生物学的な存在であること，しかしどの

　　ように考えるかに応じて行動を変化させることもできる心理学的な

　　存在であること，また他者の存在や時代・文化などから避けがたい

　　影響を受ける社会的な存在であることを理解し，自らの経験として

　　体感する（美の探究）。そして，自己や他者の「心」について根拠

　　がある形で考えようとしたとき，つねに【生物-心理-社会】の3つ

　　の視点から考えられるようになり，自らの人生における課題を心理

　　学の道具立てを通じて捉え直すことができるようになる（研鑽力

　　）。

【授業の内容】

　　　第1回　ガイダンス・記憶の流動性

　　　第2回　思考の仕組み

　　　第3回　心と言語

　　　第4回　知能

　　　第5回　動機づけ1（食に関する動機づけ）

　　　第6回　動機付け2（性に関する動機づけ・動機づけの理論）

　　　第7回　感情とはなにか（感情心理学）

　　　第8回　幸せになるには？（ポジティブ心理学）

　　　第9回　人によって異なる心（パーソナリティ心理学）

　　　第10回　性格の正体は？（パーソナリティ心理学2）

　　　第11回　他者に左右される心（社会心理学1）

　　　第12回　社会に埋め込まれた心（社会心理学2）

　　　第13回　メンタルヘルス（臨床心理学1）

　　　第14回　精神疾患とセラピー（臨床心理学2）

　　　第15回　まとめ

【事前・事後学修】

　　◆事前学修（週2時間）：教科書の熟読（全員）。教科書を発表可

　　能な形でプレゼンテーション形式でまとめ準備すること（指定され

　　た発表者）

　　◆事後学修（週2時間）：公開された試験問題を解けるようにする

　　（全員）。小テストのための教科書の復習（全員）。授業時間外に

　　実験や調査への参加，および動画の視聴を求めることがある（全員

　　）

【テキスト・教材】

　　『カラー版マイヤーズ心理学』（マイヤーズ著・村上郁也監訳・西

　　村書店，2015）定価10,260円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験70％；授業への取り組み30％（授業内での発表・授業内での発

　　言・提出物や小テストによる予習復習の確認・実験や調査への参加

　　・事前の動画視聴）；フィードバックは後日manabaを通じて行う

【注意事項】

　　毎回その講義の範囲内の試験問題を公開するので必ず復習してくだ

　　さい。また指示に従って各回の授業に必要な事前準備・予習を行う

　　よう注意してください。これらを行っているかぎり，単位を取得で

　　きるよう配慮します。慣れないうちは大変かもしれませんが，一緒

　　に歩んでいきましょう。心理学概説1の履修を必須とします。

　
パーソナリティ心理学

　　

大村　美菜子

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力

【授業のテーマ】

　　パーソナリティ心理学（人格心理学）は，単独の領域としてだけで

　　はなく，社会心理学や発達心理学，教育心理学や感情心理学，そし

　　て臨床心理学などのきわめて多くの領域と密接に絡み合っている。

　　そこで本講義では，様々なパーソナリティの理論について概観する

　　とともに，パーソナリティの測定，パーソナリティと発達，パーソ

　　ナリティと病理などの内容について，臨床心理学，発達心理学，社

　　会心理学などの知見から学んでいく。

【授業における到達目標】

　　・様々なパーソナリティの理論について修得する。

　　・学生が修得すべき「行動力」のうち、課題を発見する力を修得す

　　る。

【授業の内容】

　　第 1回　オリエンテーション

　　第 2回　パーソナリティ心理学の歴史

　　第 3回　パーソナリティの諸理論　―特性論・類型論―

　　第 4回　パーソナリティと遺伝　―遺伝と環境―

　　第 5回　パーソナリティと発達　―幼児期・児童期―

　　第 6回　パーソナリティと発達　―思春期～老年期―

　　第 7回　前半まとめ

　　第 8回　前半の課題と解説

　　第 9回　パーソナリティと測定1

　　第10回　パーソナリティと測定2

　　第11回　パーソナリティと病理　―さまざまな病理―

　　第12回　パーソナリティとカウンセリング1

　　第13回　パーソナリティとカウンセリング2

　　第14回　パーソナリティと社会

　　第15回　後半まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小テスト等の課題に取り組むこと。臨床心理学・発達

　　心理学・社会心理学などの領域の基礎的な事項を理解しておくこと

　　（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】小テスト等を復習すること。次回の授業範囲を予習し

　　専門用語等を理解しておくこと。

　　（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　必要に応じてレジメを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　前半試験（20％）および期末試験（80％）により評価する。小テス

　　トや課題は次回授業でフィードバックを行う。
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認知心理学ａ

　　

作田　由衣子

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力

【授業のテーマ】

　　「認知心理学」は、人間を情報処理装置ととらえて理解しようとす

　　る学問である。この授業では、認知心理学の様々な研究分野につい

　　て紹介する。特に、ここでは知覚や感性など、視覚的な情報処理に

　　焦点を当てる。

【授業における到達目標】

　　認知心理学の基本的な考え方を理解できる。さらに、広い視野と深

　　い洞察力を身につけ、本質を見抜くことができる。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス

　　第２週　感覚と知覚

　　第３週　色の知覚

　　第４週　多感覚知覚

　　第５週　知覚から認知へ

　　第６週　注意

　　第７週　感性1：感性と認知

　　第８週　感性2：感性とデザイン

　　第９週　記憶1：記憶のしくみ

　　第10週　記憶2：日常の記憶

　　第11週　記憶3：目撃証言

　　第12週　顔の認知1：顔を見るしくみ

　　第13週　顔の認知2：顔と社会

　　第14週　社会的認知

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】テキストあるいは参考書の該当箇所を通読しておくこ

　　と。（学修時間：週2時間）

　　【事後学修】その日の授業の復習を行うこと。

　　　（学修時間：週2時間）

【テキスト・教材】

　　服部雅史・小島治幸・北神慎司、2015、基礎から学ぶ認知心理学 -

　　- 人間の認識の不思議、有斐閣、1944円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極参加・提出課題）20％、期末試験80％

　　manabaを利用してフィードバックを行う。

【参考書】

　　金沢創・市川寛子・作田由衣子、2015、ゼロから始める心理学・入

　　門 -- 人の心を知る科学、有斐閣、1944円

　　その他授業内で指示します。

　
保育・教育指導の基礎

　　

松田　純子・大澤　朋子・渡辺　敏・井口　眞美

１年　通年　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　保育、幼児教育及び小学校教育の基本と目標をよく理解した上

　　で、実際に幼稚園（認定こども園）や小学校や保育所の現場で見学

　　観察実習を行い、子どもの生活や学びの様子を知る。また、教育実

　　習と保育実習の基本についても学ぶ。さらに児童館の見学や地域の

　　こどもまつりへの参加、外部講師の講話等を通して、子どもの健や

　　かな成長・発達を保障するためには、どのようなことが必要となる

　　のか、具体的に様々な視点から考えていく。

　　

【授業における到達目標】

　　・保育、幼児教育及び小学校教育の基本と目標を理解する。

　　・実際の子どもの生活や学びについて具体的に理解する。

　　・実習の基本を身につけ、実践できるようになる。

　　・実習（準備や振り返りの過程を含む）を通して、問題解決に向け

　　　主体的に行動する力を身につける。

　　・実習（準備や振り返りの過程を含む）を通して、広い視野と洞察

　　　力を身につける。

　　・実習（準備や振り返りの過程を含む）を通して、他者と協働する

　　　力を身につける。

　　

【授業の内容】

　　１．オリエンテーション

　　２．実習の心構えとマナー（外部講師）

　　３．幼稚園見学観察実習事前指導（1）子どもの生活

　　４．幼稚園見学観察実習事前指導（2）子どもの活動

　　５．幼稚園見学観察実習事前指導（3）実習記録

　　６．幼稚園見学観察実習

　　７．幼稚園見学観察実習事後指導（1）グループ討議

　　８．幼稚園見学観察実習事後指導（2）発表

　　９．幼稚園見学観察実習事後指導（3）まとめ

　　10．小学校見学観察実習事前指導（１年生①）

　　11．小学校見学観察実習（１年生①）

　　12．小学校見学観察実習事後指導（１年生①）

　　13．児童館見学実習事前指導

　　14．児童館見学実習

　　15．児童館見学実習事後指導

　　16．地域の中の保育・教育（外部講師）

　　17．「手をつなごう・こどもまつり」準備

　　18．「手をつなごう・こどもまつり」参加

　　19．「手をつなごう・こどもまつり」振り返り

　　20．保育所見学観察実習事前指導（1）子どもの生活

　　　　小学校見学観察実習事前指導（１年生②）

　　21．保育所見学観察実習事前指導（2）子どもの活動

　　　　小学校見学観察実習（１年生②）

　　22．保育所見学観察実習事前指導（3）実習記録

　　　　小学校見学観察実習事後指導（１年生②）

　　23．保育所見学観察実習

　　　　小学校見学観察実習事前指導（６年生）

　　24．保育所見学観察実習事後指導（1）グループ討議

　　　　小学校見学観察実習（６年生）

　　25．保育所見学観察実習事後指導（2）発表

　　　　小学校見学観察実習事後指導（６年生）

　　26．保育所見学観察実習事後指導（3）事例と考察

　　　　小学校PTA主催子ども祭り参加

　　27．保育所見学観察実習事後指導（4）まとめ

　　28．ボランティア活動振り返り

　　29．保育・教育と儀礼文化（外部講師）

　　30．総括
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　 【事前・事後学修】

　　・授業時に出される課題に取り組む（学修時間 週１時間）

　　・授業内容について復習を行う（学修時間 週１時間）

　　・実習先の調査・学修（学修時間 各実習２時間）

　　・見学観察記録の作成（学修時間 各実習３時間）

　　・児童福祉施設の調査・学修（学修時間 ３時間×３施設）

　　・児童福祉施設にてボランティア活動を行う（学修時間 ８時間×

　　　３日間）

　　

【テキスト・教材】

　　・『平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型

　　　認定こども園教育・保育要領〈原本〉』（ﾁｬｲﾙﾄﾞ本社 2017年）

　　　500円（税別）

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・レポート課題30％、平常点（授業への積極参加・課題提出）40％

　　　実習報告30％

　　・課題の評価のフィードバックは、授業評価のコメントにて行う。

　　

【参考書】

　　・授業時に適宜紹介、指示する。

　　

【注意事項】

　　・実習日は、実習先の都合により変更になる場合がある。

　　・外部講師による特別講義日は、講師の都合により変更になる場合

　　　がある。

　　

　
家庭経営論１

　家族について家族経済学、家族社会学と消費生活の3領域から

　学ぶ

高橋　桂子

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　近い将来、定位家族から配偶者と家庭を築く生殖家族に移行しま

　　す。その家庭をどのように運営・経営していくのでしょうか。家族

　　は、社会の最小集団ですから、企業経営同様、経営的な知識、セン

　　スが求められます。本講義では家族経済学、家族社会学と消費生活

　　の3つの領域に関して実態、理論を学びます。

【授業における到達目標】

　　学生が修得すべき「行動力」のうち、現状を正しく把握し、課題を

　　解決できる力を修得する。具体的には以下のようである。(１)家庭

　　経済学領域において家族の機能を理解できるようになる。(２)家族

　　社会学領域において家族の役割を理解できるようになる。(３)消費

　　生活領域において社会との接点を理解できるようになる。

【授業の内容】

　　第１回 　ガイダンス、基礎知識の確認

　　第２回 　生涯所得を計算する、「機会費用」について知る

　　第３回 　給与明細を理解する：お給料は何から構成される？

　　第４回 　所得税（基本）：算出アイディア　公平・中立・簡素

　　第５回 　所得税（応用）：実際に計算してみよう！

　　第６回 　預金と金利：金利、定期貯金、外貨預金

　　第７回 《家庭経済学領域に関する知識確認》

　　第８回 　家族、結婚・、離婚、親等、ジェノグラム

　　第９回 　戸籍を読む

　　第１0回 　女性と労働裁判（住友セメント事件）

　　第１１回 　ケアする：企業所内保育所、高齢者介護

　　第１２回 《家族社会学領域に関する知識確認》

　　第１３回 契約・クーリングオフ：「フィールドワーク1」

　　第１４回 　消費統計、消費とマーケティング

　　第１５回 《消費生活領域に関する知識確認》

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回講義テーマに関して、複数箇所からの情報をもと

　　に、自習学修を行うこと（学修時間　週２時間）。【事後学修】学

　　んだことを図書やネット検索を通して復習する（学修時間　週２時

　　間）。

【テキスト・教材】

　　資料等を必要に応じて配布する。事前に配布された資料は、目を通

　　した上で講義に臨むこと。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　知識確認試験（小テスト２５％、試験５０％）、平常点（授業への

　　積極参加２５％）から判断する。小テストはその場で、試験結果は

　　授業最終回でフィードバックを行う。

【参考書】

　　適宜、紹介します。

【注意事項】

　　「出席３分の１ルール」は厳格に適用します。

　　※他の履修生の迷惑となる行為（私語など）を禁止します。講義の

　　妨げになると判断した場合は、教室からの退席を求める場合があり

　　ます。
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家庭経営論２

　共稼ぎ夫婦として生きる

高橋　桂子

１年　後期　2単位　　

◎：行動力　○：国際的視野、研鑽力

【授業のテーマ】

　　夫婦とも雇用労働者として働き続ける「共稼ぎ夫婦」が増えてい

　　る。その中で女性は主婦として妻として母親として、そして総合職

　　雇用労働者として、自分らしい質の高い生活をどのように実現して

　　いくのか。また、経済の二極化が進む中、子どもや女性などは貧困

　　に陥りやすい属性といえる。実態、支援のあり方について、欧米先

　　進国や発展途上国での取り組みを学び、国際的視野をもって考え

　　る。

【授業における到達目標】

　　学生が修得すべき「行動力」のうち、現状を正しく把握し、課題を

　　解決できる力を修得する。

　　具体的には以下のようである。

　　女性の転勤、家事分担や貧困問題を「身近なテーマ」として捉え、

　　自分ならどうするか、考えることができるようになる。

【授業の内容】

　　第１回 テーマ1：共稼ぎ・共働き社会、配偶者控除

　　第２回 女性の社会参加

　　第３回 男女共同白書で学ぶ１

　　第４回 男女共同白書で学ぶ２

　　第５回 男女共同白書で学ぶ３

　　第６回 「両住まい」女性と転勤、ＴＫＴ

　　第７回 夫婦で家事分担する

　　第８回 ＤＶＤ「女たちの20年戦争」

　　第９回 時事問題：子どもの非認知能力

　　第１０回 テーマ2：経済の二極化と子ども：統計で確認する

　　第１１回 パナマ文書、資産の活用

　　第１２回 子供の貧困、女性の貧困と支援の実態

　　第１３回 企業所内保育所、幼保一元化、ＤＶＤ「かんかん森」

　　第１４回 シェアエコノミー

　　第１５回 まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回講義テーマに関して、複数箇所からの情報をもと

　　に自習学修を行うこと（学修時間　週２時間）。

　　【事後学修】学んだことを図書やネット検索を通して復習する（学

　　修時間　週２時間）。

【テキスト・教材】

　　資料等を必要に応じて配布する。事前に配布された資料は、目を通

　　した上で講義に臨むこと。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験（小テスト２０％、期末試験５０％）、平常点（授業への積極

　　参加、グループワークなど３０％）から判断する。

　　試験に関しては、小テストはその場で、期末試験結果は授業最終回

　　にフィードバックを行う。

【参考書】

　　適宜、紹介します。

【注意事項】

　　「出席３分の１ルール」は厳格に適用します。

　　※他の履修生の迷惑となる行為（私語など）を禁止します。講義の

　　妨げになると判断した場合は、教室からの退席を求める場合があり

　　ます。

　
男女共同参画社会と生活

　　

細江　容子

１年　後期　2単位　　

○：国際的視野、行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　本講義では、男女共同参画社会とは何か、その社会実現に向けて

　　何が必要かを考える。さらにその中で、将来の就職問題に対峙し女

　　性がどの様にキャリア形成を図っていけばよいのかといった、課題

　　解決を分析的に考察し、受講生一人一人のキャリア形成のための　

　　問題解決を図る能力を身につけることを目標とする。

　　　1986年男女雇用機会均等法が施行されたが、日本では、いまだ男

　　性モデル中心のキャリア形成や伝統的な女性職種への配置、女性管

　　理職登用数の少なさ、女性の非正規雇用者の増加など、多くの問題

　　が浮き彫りになっている。１年生を対象とした本講義では、学生の

　　持つ「なぜ？」という疑問を解き明かしながら、男女共同参画社会

　　と生活の問題をわかりやすく解説してく。

　　　また、本講義では、専門的テーマで研究を重ねている外部講師を

　　招くなどにより男女共同参画に関わる視点での考察を深める。

【授業における到達目標】

　　・男女共同参画社会とは何か、その社会実現に向けて何が必要かを

　　　考えることができる。

　　・将来の就職問題に対峙し女性がどの様にキャリア形成を図ってい

　　　けばよいのかといった、課題解決策を分析的に考察できる。　

　　・キャリア形成のための問題解決を図る能力を習得する。

　　・それらの知識や技術を生かし、人間の生涯にわたる発達を理解　

　　　し、その生活の営みを理解し、多様な人々と協働して他者の生

　　　活を支援することができる。

　　

【授業の内容】

　　　　第１回 ガイダンス　

　　　　第２回 男女共同参画社会とは何か

　　　　第３回 ジェンダー／セクシュアリティの概念

　　　　第４回 ジェンダーと性差別

　　　　第５回 男女共同参画社会の形成１（制度的側面を中心に）

　　　　第６回 男女共同参画社会の形成２（制度の成立と家族）

　　　　第７回 労働とジェンダーの諸問題

　　　　第８回 セクシュアル・ハラスメントと雇用

　　　　第９回 ジェンダーと家族　夫婦別姓　少子化　離婚

　　　　第10回 ワーク・ライフ・バランス

　　　　第11回 女性への暴力　ＤＶ　デートＤＶ　性被害

　　　　第12回 ジェンダーと制度・慣行（外部講師による講義等）

　　　　第13回 アファーマティブ・アクション／

　　　　　　　　ポジティブ・アクション

　　　　第14回 雇用平等への道

　　　　第15回 まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】配布資料等を基にレポート・発表等の課題に取り組む

　　　　　　　　こと。（学修時間 週２時間）

　　【事後学修】講義や課題発表等の復習をすること。（学修時間週

　　　　　　　  ２時間）

【テキスト・教材】

　　文献リストや資料等を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　 試験（50％）、発表・コメントペーパー等の提出（50％）の総合

　　的判断による。発表・コメントペーパー等（50％）に関してはその

　　つど全体における講評を行うなどし、期末試験（50％）に関して

　　は、個々への対応を行うなどしている。

【参考書】

　　高橋準、『ジェンダー学への道案内』（三訂版）、北樹出版　2009

　　村みよ子、『ジェンダーと法』、不磨書房　2005、鹿嶋敬、『男女

　　共同参画の時代』、岩波新書　2003、その他、必要に応じて適宜紹

　　介する。
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生活デザイン入門

　　

細江　容子・小野瀬　裕子

１年　後期　2単位　　

○：美の探究、研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　本講義は２限続きの授業を想定している。　

　　　本講義１限目においては、人の一生を生涯発達の視点でとらえ，

　　各ライフステージの特徴と課題について理解し，家族や家庭生活の

　　あり方やその福祉について考える中で、個々の生活をデザインする

　　ことができる様になることをテーマとする。

　　　２限目では、１限目の講義をふまえ、「生活デザイン」に関わる

　　内容の授業を計画し、実践できるようにする。

　　　また、本講義では、専門的テーマで研究を重ねている外部講師を

　　招いたり学外実習をするなどして、生活デザインの視点での考察を

　　　深める。

【授業における到達目標】

　　・人の一生を生涯発達の視点でとらえ、各ライフステージの特徴と

　　　課題について理解できる。

　　・家族や家庭生活のあり方やその福祉について考える中で、個々の

　　　生活をデザインすることができる。

　　・生活デザインに関わる内容の授業を計画し、実践できる。

　　・それらの知識や技術を生かし、人間の生涯にわたる発達を理解

　　　し、その生活の営みを理解し、多様な人々と協働して他者の生活

　　　を支援することができる。

【授業の内容】

　　　第１回　ガイダンス

　　　第２回　人の一生と生涯発達の視点

　　　第３回　人の一生と生活課題

　　　第４回　家庭と社会（人々の生活と地域の関係）

　　　第５回　家族と法

　　　　　　　（個人と家族、家族間の人権侵害、自己決定権）

　　　第６回　生活資源と生活デザイン（外部講師による講義等）

　　　第７回　家庭経済（貨幣と信用のマネジメント）

　　　第８回　家庭管理（人と時間と貨幣の関係）

　　　第９回　生活保障（自助・共助・公助の関係、仕事と社会保障）

　　　第10回　生活デザイン１（生まれる・育つ・学ぶ）

　　　第11回　生活デザイン２（働く・育てる・学ぶ/遊ぶ）

　　　第12回　生活デザイン３（老いる・依存・死）

　　　第13回　生活設計レポートのための学外実習Ⅰ

　　　第14回　生活設計レポート発表Ⅰ

　　　第15回　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】配布資料等を基にレポート・発表等の課題に取り組む

　　こと。（学修時間 週２時間）【事後学修】講義や課題発表等の復

　　習をすること。（学修時間週２時間）　　

【テキスト・教材】

　　教員の指示に従う。資料等を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　講義内容に関連したテーマを設定し、レポートを提出（40%）、

　　生活設計の最終レポート提出（60％）。レポート、最終レポートに

　　関しては、全体での講評を行うと同時に、個々への対応を行うなど

　　している。

　　

【参考書】

　　　よくわかる生活設計読本編集委員会編、『よくわかる生活設計』

　　中央法規、2008、小谷良子、『主体形成と生活経営』、ナカニシヤ

　　出版、2007

【注意事項】

　　　教材としてプリントを配布する。発展的な学習のための文献等に

　　ついては授業のなかで説明する。外部講師の講義、学外実習は調整

　　により前後に変更の場合もある。

　　

　
国際理解と発達支援

　　

長崎　勤

１年　通年　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　本講義では、世界の人々の家庭、教育、生活、子育て法、価値観、

　　習慣、行事などを知り、多様なものの見方や考え方があることに気

　　づき、国際理解への理解を深めることを目的としている。前期で

　　は、世界の家庭、子育て、教育について理解し、後期では、世界の

　　発達支援プログラムや考え方を知り、国際理解を深めたい。

【授業における到達目標】

　　・発達支援に関する国際的な歴史と、現状を理解できる。

　　・発達支援の基本的な考え方と、プログラムが理解できる。

　　・発達支援を必要とする人々を深く理解できる。

　　・学生が修得すべき「行動力」のうち、現状を把握し、課題を発見

　　できる力を修得する。

【授業の内容】

　　前期

　　第１週　前期オリエンテーション

　　第２週　グローバルゼーションと発達

　　第３週　世界の家族１　アメリカ　

　　第４週　世界の家族２　北欧　

　　第５週　世界の家族３　ヨーロッパ　

　　第６週　世界の家族４アジア、アフリカ　

　　第７週　世界の子育て１　アメリカ

　　第８週　世界の子育て２　ロシア、北欧　

　　第９週　世界の子育て３　ヨーロッパ

　　第１０週　世界の子育て４　アジア、アフリカ　

　　第１１週　世界の教育１　アメリカ　

　　第１２週　世界の教育２　ロシア、北欧　

　　第１３週　世界の教育３　ヨーロッパ　

　　第１４週　世界の教育４　アジア、アフリカ　

　　第１５週　前期のまとめ　

　　後期

　　第１週　後期オリエンテーション　

　　第２週　世界の発達支援プログラム１　アメリカ、知的障害　

　　第３週　世界の発達支援プログラム２　アメリカ、発達障害

　　第４週　世界の発達支援プログラム３　アメリカ、虐待、子育て支

　　援

　　第５週　世界の発達支援プログラム１　北欧、知的障害　　　　　

　　第６週　世界の発達支援プログラム１　北欧、発達障害

　　第７週　世界の発達支援プログラム１　北欧、虐待、育て支援

　　第８週　世界の発達支援プログラム２　ヨーロッパ、知的障害

　　第９週　世界の発達支援プログラム２　ヨーロッパ、発達障害

　　第１０週　世界の発達支援プログラム２　ヨーロッパ、虐待、子育

　　て支援

　　第１１週　世界の発達支援プログラム３　アジア、アフリカ、知的

　　障害

　　第１２週　世界の発達支援プログラム３　アジア、アフリカ、発達

　　障害

　　第１３週　世界の発達支援の課題　制度　

　　第１４週　世界の発達支援の課題　プログラム　

　　第１５週　後期のまとめ

　　海外の子育て支援・保育・教育・特別支援教育で外部講師を予定。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小テスト・レポート・発表等の課題に取り組むこと。

　　（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】発表・小テスト等を復習すること。次回の授業範囲を

　　予習し、専門用語等を理解しておくこと。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　　牧野カツコ他(2010)「国際比較にみる世界の家族と子育て」ミネ

　　ルヴァ書房2500円（税抜き）
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　 【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　レポート40%、グループ研究40%、平常点（授業への積極参加・提出

　　　課題）20%。レポートについてのコメントを個別に、あるいは授

　　業において全体にフィードバックする。

【参考書】

　　ヘッセ杉山ナオコ(2012)「your world」子どもの未来社　1700円（

　　税抜）

　　この他、授業内で適宜紹介する。

　
保育表現技術ａ（音楽表現）

　　

前田　智子・越山　沙千子

１年　通年隔週　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　保育者は保育実践の場において、子どもの音楽活動を豊かにする

　　ために音楽活動を支える音楽的技術を習得しておかなければならな

　　い。この授業では、日本の保育現場で必要な音楽的スキルのひとつ

　　であるピアノの弾き歌いを通して実践力の向上、そして音楽の基礎

　　知識の修得を図る。また、さまざまな音楽活動を通して、音楽的感

　　性や表現力を養い、子どもと音楽の楽しみを共有するための保育者

　　の基礎を固める。

【授業における到達目標】

　　　ピアノの実技に関しては各クラスで示される実技課題を授業時に

　　教員からチェックを受ける。また、演奏の基礎知識や音楽表現につ

　　いて学び、自己の音楽的感性を養い子どもに音楽を提供する術を修

　　得する。これらの学修をとおして、全学DPの〈態度：知を求め、心

　　の美を育む態度【美の探究】〉―「①人文・社会・自然の中に価値

　　を見出し、感受性を深めようとする態度」および〈能力：学修を通

　　して自己成長する力【研鑽力】〉―「②学修成果を実感して、自信

　　を創出することができる」、〈課題解決のために主体的に行動する

　　力【行動力】〉ー「②目標を設定して、計画を立案・実行できる」

　　が修得されることを目標とする。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　ピアノの演奏法と音楽の基礎知識1：導入

　　第３週　ピアノの演奏法と音楽の基礎知識2：基礎

　　第４週　ピアノの演奏法と音楽の基礎知識3：応用

　　第５週　弾き歌い1・伴奏法1：コードの基礎（1）調と主要三和音

　　第６週　弾き歌い2・伴奏法2：コードの基礎（2）転回形による伴

　　奏

　　第７週　弾き歌い3・伴奏法3：コードの応用（1）副次的な和音

　　第８週　弾き歌い4・伴奏法4：コードネームの応用（2）伴奏型

　　第９週　弾き歌い5・子どものための音楽表現1：リズム

　　第10週　弾き歌い6・子どものための音楽表現2：身体表現

　　第11週　弾き歌い7・子どものための音楽表現3：ことばと音楽

　　第12週　弾き歌い8・音楽づくり1：編曲

　　第13週　弾き歌い9・音楽づくり2：創作（1）

　　第14週　弾き歌い10・音楽づくり3：創作（2）

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】ピアノの課題等は、必ず練習をしておくこと。毎日継

　　続することが望ましい。（学修時間　週２時間３０分）

　　【事後学修】授業の内容をノートにまとめておくこと。授業で課し

　　た課題に取り組むこと。楽語や演奏記号は必ず復習すること。（学

　　修時間　週１時間３０分）

【テキスト・教材】

　　小畠エマ・櫻井知子編著：長谷川恭子執筆『よくばりな弾き歌いス

　　テップ36：幼稚園教諭・保育士養成課程』(大学図書出版、2015年

　　初版、1700円＋税)五線のページがあるノート(五線は10～12段)。

　　その他楽譜は、授業前に掲示で指示する。初回授業までに購入して

　　おくこと。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　成績評価の方法・基準は、実技試験（40%）、課題発表（30%）、授

　　業態度（30%）とする。課題は毎授業ごとに個人発表し、都度教員

　　が指導することでフィードバックとする。

【注意事項】

　　楽器を扱うため、爪を伸ばした状態で受講することを禁止する（指

　　より爪がはみ出さない程度）。ピアノを演奏したり、身体表現を伴

　　う活動も行うので、動きにくい服装は避けること。配布した楽譜な

　　どは、A4のノートやスケッチブックに貼付けること。
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保育表現技術ｂ（造形表現）

　　

宮野　周

１年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　身近な素材やものの色や形、感触やイメージ等に親しむ経験や具体

　　的な活動を通して造形表現の楽しさや喜びを味わい、造形表現に関

　　する知識・技術を習得し将来、保育者として必要な感性や実践的な

　　力をつけることを目的とします。様々な表現や材料体験を通して、

　　指導者となるための幅広い造形的な能力や造形を通して子どもたち

　　が育つ環境について考え実践できる力を身につけてほしい。

【授業における到達目標】

　　子どもの造形表現を理解するために学生が育むべき「美の探究」の

　　うち、感受性を深めようとする態度を育むとともに、修得すべき「

　　研鑽力」「行動力」「協働力」のうち、とくに学修成果を実感して

　　自信を創出することや互いを尊重しながら自己や他者の役割を理解

　　し、互いに協力して物事を進めることができる。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　身近にある材料を使った表現　新聞紙①（活動）

　　第３週　身近にある材料を使った表現　新聞紙②（ふりかえり）

　　第４週　様々な描画材料の特徴について理解し「かく」活動につ

　　　　　　いて　指絵の具

　　第５週　様々な描画材料の特徴について理解し「かく」活動につ

　　　　　　いて　絵の具

　　第６週　様々な描画材料の特徴について理解し「かく」活動につ

　　　　　　いて　クレヨン

　　第７週　様々な描画材料の特徴について理解し「かく」活動につ

　　　　　　いて　マーカー

　　第８週　身近にある材料を使った表現（粘土）①（活動）

　　第９週　身近にある材料を使った表現（粘土）②（ふりかえり）

　　第10週　身近にある材料を使った表現（色画用紙）

　　第11週　身近にある材料を使った表現　（空き箱）

　　第12週　身近な材料でつくって遊ぶ（かく）

　　第13週　身近な材料でつくって遊ぶ（つくる）

　　第14週　幼児の造形表現

　　第15週　子どもの発達と描画表現

【事前・事後学修】

　　（事前学修）必要に応じて授業で使用する材料・用具を準備するこ

　　と。（学修時間週60分）

　　（事後学修）教科書等を参考に授業を通して体験したことを専用ス

　　ケッチブックにまとめ理解を深めること。（学修時間週60分）

【テキスト・教材】

　　磯部錦司『造形表現・図画工作』（建帛社　2014年）　

　　2592円（本体価格2400円）

　　

　　その他、適宜授業の中で紹介する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業を通して行ったこと、感じたこと、考えたことなどを一冊のス

　　ケッチブックにまとめ、さらに関連したことを参考資料などをもと

　　に加え、自分自身のポートフォリオを作成する（60％）。また活動

　　への取り組み、学習態度、作品の提出（40％）により総合的に判断

　　します。総合評価60点以上を合格とする。フィードバックは毎授業

　　時間内の活動の課題後に行う。

【参考書】

　　・平田智久監修・小野和・宮野周『みんないきいき絵の具で描こ

　　う!0歳児～5歳児』サクラクレパス出版部

　　・東山明『絵画・製作・造形あそび指導百科』ひかりのくに

　　・阿部寿文・舟井賀世子『0･1･2歳児の造形あそび百科』ひかりの

　　　くに

　　・平田智久・小野和編著『すべての感覚を駆使してわかる乳幼児の

　　　造形表現』保育出版社

　【注意事項】

　　実技も含めた授業内容となるため、各自、必要な道具・材料を準備

　　すること（適宜・指示します）。

　　素材体験、造形あそび等、実技を中心とした授業内容のため、活動

　　しやすく汚れても良い服装で受講すること。
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保育表現技術ｃ（身体表現）

　　

本永　直子・森田　陽子

１年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　乳幼児期の子どもの運動発達の重要性を理解し、楽しい運動遊び

　　や身体表現遊びの展開に必要な知識や技術を習得する。いろいろな

　　運動遊びや身体表現遊びで実際に身体を動かし、身体を使った遊び

　　が、子どもの表現世界をいかに拓くかを考える。

　　　

【授業における到達目標】

　　　運動遊びについては、保育に必須のいろいろな遊具の特性や活用

　　方法および保育環境の留意点を学び、運動遊びを楽しく展開するた

　　めの技術を身につける。身体表現遊びでは、リズム遊び、および子

　　どもの生活やイメージと身体表現遊びをつなぐ基本をとらえ、身体

　　表現遊びを通して子どもの想像性を引き出す工夫を知る。

　　　全体を通じて、運動遊び・表現遊びの展開に必要な視点を学び、

　　自ら身体を動かし、子どもの発育発達に即した身体活動を活発に展

　　開できる態度・構えを養う。また、学生の習得すべき「協働性」の

　　中から状況に応じたリーダーシップを発揮できる力を習得する。

【授業の内容】

　　１．オリエンテーション

　　＜森田担当＞

　　　　２．からだを使った運動遊び

　　　　３．手具を使った運動遊び

　　　　４．布を使った運動遊び

　　　　５．ボールを使った運動遊び

　　　　６．移動遊具を使った運動遊び

　　　　７．運動会種目

　　　　８．レクリエーション種目

　　＜本永担当＞

　　　　２．新聞紙を使った運動遊びから身体表現遊び

　　　　３．歌遊び、手遊びを用いた身体表現遊び

　　　　４･ 見立て遊びを用いた身体表現遊び

　　　　５．リズム遊びを用いた身体表現遊び

　　　　６．なりきり遊びを用いた身体表現遊び

　　　　７．表現遊びからお遊戯会への展開

　　　　８．振り返り、まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前】子どもが運動遊び、身体表現遊びを展開する様子を観察す

　　る。自らの身体を動かし、活発な活動が展開できるような体づくり

　　をする。（学修時間週60分）

　　【事後】森田担当の授業では、毎回の授業の学び、指導のポイント

　　などをレポートし、提出する。また、本永担当の授業では、毎回の

　　授業の学びをふり返り、授業内課題、レポートなどに取り組むよう

　　にする。（学修時間週60分）

【テキスト・教材】

　　適宜指示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　森田担当、本永担当の授業の総合評価とする。レポート提出25%、

　　授業内実技試験50%、授業態度25%。森田担当では毎回のレポート・

　　実技試験においては授業内でフィードバックを行う。本永担当では

　　レポート・実技試験共に、授業内でのフィードバックを行う。授業

　　態度の評価としては、積極的な取り組みを評価する。

【参考書】

　　岩埼洋子編著『保育と幼児期の運動あそび』（萌文書林2008年）

　　2､000円

　　西洋子・本山益子編著『子どもの身体表現』（市村出版2009年）

　　2､400円

【注意事項】

　　運動着着用・運動用シューズを持参すること。屋外で活動すること

　　もあるので指示に気をつけること。自ら意欲的に取り組む姿勢およ

　　　び仲間と協力して取り組む姿勢が大事です。欠席をすると授業内容

　　から遅れてしまうので、体調を整えて元気に出席できるよう心がけ

　　ましょう。
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保育表現技術ｄ（言語表現）

　　

浅見　均

１年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　子どもが経験した事や考えたこと等を自分なりの言葉で表現し、

　　相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感

　　覚や、言葉で表現する力を養うためには、保育者はどのように関わ

　　る事が望まれるのか、具体的、実践的な活動を通して学んでいくこ

　　とを目標とします。

【授業における到達目標】

　　１、絵本、紙芝居、素話などの児童文化を発達段階に応じて、どの

　　ように活用したら良いかが理解でき、児童文化の中に価値を見出

　　し、感受性を深めようとする態度を修得する。

　　２、絵本、紙芝居、素話、劇遊びなどを実際に演じて、どのように

　　演じることが効果的か理解、体得することを通して、相互を活かし

　　て自らの役割を果たす力【協働力】を修得する。

【授業の内容】

　　第１回　オリエンテーション　授業の目的と内容、進め方、評価等

　　第２回　絵本読み聞かせの方法と実際　絵本

　　第３回　絵本読み聞かせの実際　　　　絵本

　　第４回  本読み聞かせの方法と実際 　　絵のない本

　　第５回　紙芝居の演じ方と実際　①　　 低年齢児向け紙芝居　

　　第６回　紙芝居の演じ方と実際　②　　幼児向け紙芝居

　　第７回　素話の演じ方と実際　　①　　話し合い及び準備

　　第８回  素話の演じ方と実際　　②　　 発表及び評価

　　第９回　子どもの言葉を引き出す手袋人形　製作

　　第10回  劇遊びの実際　①　話し合い及び準備

　　第12回　劇遊びの実際　②　準備及び発表

　　第13回　劇遊びの実際　③　発表及び振返り

　　第14回　まとめ及びレポート作成

　　第15回　レポートに対してのフィードバック

【事前・事後学修】

　　事前学修：次週の授業内容に対しての教材研究、及び教材準備、発

　　表に向けての準備学修があります。（学修時間週６０分）

　　

　　事後学修：授業終了時に出題する学修成果レポートの提出がありま

　　す。（学修時間週６０分）

【テキスト・教材】

　　特に定めません。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　  ミニ・レポート30%、発表30%、まとめのレポート40%の総合評価

　　です。

　　ミニレポートは、次の授業にてフィードバックし、解説していきま

　　す。発表については発表後皆で振り返りをする中でフィードバック

　　していきます。まとめのレポートについても次の授業でフィードバ

　　ックします。

【参考書】

　　  逐次参考書の紹介をします。

　
生活経済論

　シミュレーションで学ぶ生活の経済

高橋　桂子

１年　後期　2単位　　

◎：行動力　○：国際的視野、研鑽力

【授業のテーマ】

　　大学卒業後の人生は、どの職種で、いつまで仕事を続けるか、結婚

　　はいつ、誰とするのか、育児の方針は何か、住宅購入の資金をどの

　　ように貯めて返済方法は何を選択するのかなど、自分が主体となっ

　　て選択を行う場面が多い。少子・高齢化、情報化やグローバル化で

　　変動の激しい時代に、自分らしい価値観で安定的な生活を維持する

　　ためには、経済社会制度に関する知識に基づいたシミュレーション

　　できる力が必要である。本講義では、前半は金融広報中央委員会（

　　日本銀行）作成の冊子を用いて人生とお金に関して学び、後半はPC

　　演習室でエクセルによる「家庭経営論１」や本講義前半の知識をい

　　かした生活設計シミュレーションを行う。

【授業における到達目標】

　　学生が修得すべき「行動力」のうち、現状を正しく把握し、課題を

　　解決できる力を修得する。具体的には以下のようである。(１)人生

　　のデザインとお金の関係を理解することができるようになる。(２)

　　お金の知識について、直接金融を中心に説明することができるよう

　　になる。(３)エクセルを用いて生活設計を正しくシミュレーション

　　することができるようになる。

【授業の内容】

　　１　ガイダンス、基礎知識の確認

　　２　日銀「大学生のための人生とお金の知恵」（人生デザイン）

　　３　日銀「大学生のための人生とお金の知恵」（収入、支出）

　　４　日銀「大学生のための人生とお金の知恵」（貯蓄）

　　５　知識確認１と「大学生のための人生とお金の知恵」（運用）

　　６　日銀「大学生のための人生とお金の知恵」（借金）

　　７　日銀「大学生のための人生とお金の知恵」（保険）

　　８　日銀「大学生のための人生とお金の知恵」（意思決定）

　　９　知識確認２とエクセル基礎スキルの確認（情報処理）

　　１０　生活設計シミュレーション（職種、推計枠組み入力）

　　１１　生活設計シミュレーション（所得税の計算）

　　１２　生活設計シミュレーション（社会保険料の計算）

　　１３　生活設計シミュレーション（出費と貯蓄）

　　１４　生活設計シミュレーション（推計結果のプレゼン）

　　１５　理解度の確認、まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】配布テキストについてしっかり予習すること（学修時

　　間　週２時間）。【事後学修】学んだことを復習すること。次回の

　　授業内容を予習し、専門用語などは理解しておくこと（学修時間　

　　週２時間）。

【テキスト・教材】

　　金融広報中央委員会（日本銀行）『大学生のための人生とお金の知

　　恵』（無料配布）。その他、必要に応じて配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　知識確認（小テスト、２０％×３回）、理解度の確認（期末テス

　　ト、口頭試験３０％）と平常点（授業への積極的参加など１０％）

　　から判断する。理解度の確認はグループ単位で行う。評価はグルー

　　プ内で同一である。

　　なお、小テストはその場で、期末テスト結果は授業最終回でフィー

　　ドバックを行う。

【参考書】

　　馬場紀子・宮本みち子・御船美智子（2002）『生活経済論』有斐

　　閣、橘木俊詔（1997）『ライフサイクルの経済学』筑摩書房

　　、真壁昭夫（2011）『最新・行動経済学入門』朝日新聞出版

【注意事項】

　　「出席３分の１ルール」は厳格に適用します。
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国語

　ことば（日本語）の教育と子どもの言語発達・学習

南雲　成二

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　（目的）０歳から12歳までの子どもたちの言語生活に寄り添いなが

　　　ら言語学習を導き、言語力の発達支援を推進する保育士、幼稚園

　　　教諭、小学校教諭にふさわしい国語力（＝日本語力）を養うこと

　　　を目的に、言語と表現・理解に関する諸課題を考察する。　

　　（目標）言語活動に必要となる国語力を分析する能力を養い、自ら

　　　の国語力を内省し、保育士・幼稚園教諭・小学校教諭にふさわし

　　　い国語力を総合的に養うことをめざし、言語と表現、言語と理解

　　　に関わる課題を考察する。

　　1.国語（＝日本語）に関する基礎的事項について知識を整理する。

　　2.言語活動に必要となる国語力を分析する。

　　（話し言葉＝音声言語、書き言葉＝文字言語の両面から）

　　3.言語活動に関する興味・関心を深める。

　　（oracy 、literacyの両面から）

　　4.課題に意欲的に取り組み、主体的な言語学習を深める。

　　5.課題に関わる「話すこと・聞くこと・書くこと・読むこと」の　

　　　言語活動をより確かに、より豊かに展開することができる。

【授業における到達目標】

　　授業のテーマと「到達目標」は深く関連する。①国語（日本語）教

　　育に関する基本的内容について知ることができるようになる。②言

　　語活動に必要となる国語力を理解し、その内容を子どもの発達段階

　　的に即してとらえることができるようになる。③言語活動や言語学

　　習への興味・関心、意欲の喚起やその為の支援・指導の要点を掴む

　　ことができるようになる。④自分自身の言語能力の実態把握を進

　　め、課題点に取り組むことができるようになる。また、学生が修得

　　すべき「国際的視点」のうち、①日本の文化・精神を知り、世界に

　　発信しようとする態度を育む。併せて「行動力」のうち特に①現状

　　を正しく把握し、課題を発見できる力を修得する。

【授業の内容】

　　第１回　オリエンテーション「ことば・コトバ・言葉」「言語・

　　　　　　日本語・国語」「ことばとこころとわたし」

　　第２回「言語生活・言語文化・言語体験・言語の学習と発達」

　　　　　（グループワーク含む）　

　　第３回『日本語上・下』（Ⅰ）世界の中の日本語

　　第４回（Ⅱ）発音から見た日本語　①発音の単位、母音・子音

　　第５回（Ⅱ）発音から見た日本語　②拍の種類、旋律とリズム

　　第６回　私の好きな「歌・詩」を窓口に、言語生活文化・言語教

　　      育について考える。オノマトペの可能性を探る

　　第７回（Ⅲ）語彙から見た日本語①数と体系、語彙の構成、形態

　　第８回（Ⅲ）語彙から見た日本語②語彙の５ジャンル

　　第９回（Ⅲ）語彙から見た日本語③単語の成立、愛用語句

　　第10回（Ⅳ）表記法から見た日本語　

　　第11回（Ⅴ）文法から見た日本語（一）日本語の文法とその単位

　　第12回（Ⅵ）文法から見た日本語（二）センテンスとその種類

　　第13回（Ⅶ）日本人の言語表現と『日本語の教室』第二部

　　　　　　　「日本語と日本の文明、その過去と将来」

　　第14回　保育園・幼稚園・小学校と「ことばの教育」について

　　第15回　学習のまとめ（グループワーク＆小テスト含む）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】授業内容の各回ごとに、小テスト、要約・要点整理、

　　　レポート・発表等の課題に取り組む。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】小テストや発表、レポートやワークシート等の内容を

　　　復習すること。次回の授業範囲（テキストと対応）を予習し、子

　　　どもと言語発達、日本語（国語）学修と子どもの言語生活につい

　　　て理解を深め、自分なりの見解をまとめておく。　　　　　　　

　　　（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　・金田一春彦著『日本語　新版（上・下）』（岩波新書第１刷1988

　　　年　上840円＋税、下860円＋税）

　　・岡本夏木著『子どもとことば』『幼児期』（岩波新書　第１刷発

　　行年1982年、2005年　それぞれ778円、842円）

　　・幼稚園教育要領・小学校学習指導要領2008版と2017年版比較

　　　対照表（文部科学省HP2017.4）　　　　　

　　・必要に応じて小学校『国語教科書』等のプリントやワークシート

　　　新聞コラム等を用いることもある。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的な参加及び発表・交流学習への参加態度）

　　40％、課題レポートや小テスト等60％、により総合的に評価する。

　　実施した小テストは次回授業、課題レポートや試験は最終授業で解

　　説し、フィードバックを行う。

【注意事項】

　　レポート提出は〆切を厳守してください。お互いに真摯に課題と取

　　り組んだ学習記録が、「手作り学習材・教材」としてグループワー

　　ク等に活用されます。
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初等教科教育法（国語）

　小学校「ことばの学習室づくり」⇔「国語科の授業創造」

南雲　成二

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　　小学校学習指導要領に示される国語科教育の「目標」「内容」「

　　言語活動とその充実」「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事

　　項」等の基本を学ぶ。特に「A話すこと・聞くこと」「B書くこと」

　　「C読むこと」を中心として第１～６学年までの内容と身に付ける

　　力（言語力）を見通し、幼保小連携・小中連携を視野に入れた小学

　　校国語科教育の役割使命を理解する。併せて、自らの言語活動を通

　　して、今求められている指導法の基礎的な素養を習得し、教師とし

　　て必要な指導観を身につける。

　　　さらに、教師となる上で自分自身の課題を明確にするとともに、

　　国語を適切に表現し、正確に理解する能力をさらに伸長し、伝え合

　　う力をより高めるとともに、思考力や想像力を鍛え、言語感覚をよ

　　り豊かで確かにしつつ、国語に対する関心を一層深め、国語を尊重

　　する実践力を育む。

【授業における到達目標】

　　 小学1年生～６年生までの言語教材（A・B・C領域の国語科単元）

　　を、学び手の学習実態・生活実態に照らして分析することができる

　　ようになる。次に教育方法・技術を吟味しながら、一人ひとりが＜

　　わかる・できる・もっとやりたくなる国語科学習室＝授業＞をどう

　　したら産み出していくことができるか理解することができる。そし

　　て、国語科授業研究（設計・評価・改善）を通して、学生が修得す

　　べき「行動力」①現状を正しく把握し、課題を発見できる力、②目

　　標を設定して、計画を立案・実行できる力、③プロセスや成果を正

　　しく評価し、問題解決につなげることができる力、を修得する。

【授業の内容】

　　　第１回：オリエンテーション（授業の目的と内容、進め方）

　　　第２回：新学習指導要領に基づく国語科学習指導のデザインと　

　　　　　　　＜言語活動の充実＞＜単元構成の原理と方法＞

　　　第３回：「話すこと・聞くこと」の学習指導の展開　①理論編

　　　第４回：「話すこと・聞くこと」の学習指導の展開　②実践編　

　　　第５回：「書くこと」の学習指導の展開　①理論編

　　　第６回：「書くこと」の学習指導の展開　②実践編

　　　第７回：「読むこと（文学的文章）」の学習指導　①理論編

　　　第８回：「読むこと（文学的文章）」の学習指導　②実践編

　　　第９回：「読むこと（説明的文章）」の学習指導　①理論編

　　　第10回：「読むこと（説明的文章）」の学習指導　②実践編　　

　　　第11回：「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の

　　　　　　　　学習指導①（書写・文字に関する事項）

　　　第12回：「同上」学習指導②（伝統的な言語文化に関する事項）

　　　　　　　（言葉の特徴やきまりに関する事項の学習指導）

　　　第13回：国語科学習指導案の作成＜3領域１事項から選択グルー

　　　　　　　プワーク＞

　　　第14回：模擬授業の展開と授業反省の観点把握（授業記録を基に

　　　　　　　した学習指導の振り返り、授業分析等）

　　　第15回：国語科における評価＜学習評価活動の充実と授業改善＞

　　　※東京都・神奈川県・埼玉県等の小学校研究発表会「授業参観」

　　　　を実施する。校内重点研から全国発表会レベルまで幅広く。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】授業内容の各回ごとに、要点整理・レポート・ワーク

　　　シート・発表等の課題に取り組むこと。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】発表やレポート、補助資料・ワークシート等の内容を

　　　復習すること。次回の授業範囲を予習し「学び手も教え手も共に

　　　納得のいく国語科学習」の要点をつかむこと。学習指導要領（解

　　　説・評価改善資料）に立ち返り、教科書指導書や学習指導案を点

　　　検し、自分ならこのような「国語科授業創造を試みる」というレ

　　　ポートを積み上げる。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　・文科省『小学校学習指導要(国語科編)』（2008年版と2017年版）

　　　・文科省『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資

　　料小学校　国語編』（2011年版、教育出版　290円＋税）

　　・現行小学校教科書（光村図書版、東京書籍版、教育出版版等）

　　・井上一郎・南雲成二・永池啓子編著『豊かな言語活動を図る単元

　　の構想』（東洋館　2010.2刊　税込2160円）他

　　・「小六教育技術3月号増刊2018指導要録～記入のポイントと文例

　　」（小学館　1620円＋税）

　　※テキスト・教材についての詳細は授業時に説明・指示します。　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　平常点（授業への積極的な参加及び発表・交流学習への参加態度

　　）40%、課題レポート（指導案、授業記録等ポートフォリオ）40

　　％、模擬授業・発表・小テスト等20％により総合的に評価する。実

　　施した小テストは次回授業、課題レポートやポートフォーリオはま

　　とめの授業や最終授業で解説し、フィードバックを行う。

【参考書】

　　公開を伴う授業参観体験、小学校の先生方が手塩にかけて制作した

　　「国語科学習指導案」も貴重な学習参考書としていく。
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生活文化史１

　　

細江　容子

２年　前期　2単位　　

◎：国際的視野　○：美の探究、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　本講義をとおして、文化人類学的視点での人や文化の捉え方を身

　　につけると同時に、諸概念と用語の理解ができるようにする。ま

　　た、世界の様々な地域で暮らす多様な人々の生活を知り、地球的視

　　野と地域的視野でのものごとの見方や諸問題の関わりを理解する。

　　そのことを通じて、自国の人々の生活や文化を客観的に考える能力

　　を養うことを目標とする。

　　　今日の世界を文化人類学がどのように見て、分析しているのか、

　　どのような点に着目しなければならないのか、今日的問題を分析し

　　てゆくとしたらどのようなアプローチがあるのかにも言及する。

　　　また、本講義では、専門的テーマで研究を重ねている外部講師を

　　招くなどして、生活文化史的視点での考察を深める。

【授業における到達目標】

　　・人や文化の捉え方を身につけることができる。

　　・人や文化と関わる諸概念と用語の理解ができる。

　　・世界の様々な地域で暮らす多様な人々の生活を知り、地球的視野

　　　で理解できる。　

　　・自国の人々の生活や文化を客観的に考える能力を養う。

　　・これらの知識や技術に基づき、多地な生活の営みを総合的にとら

　　　えその生活課題について、考察し、多様な人々と協働し生活の向

　　　上を図る能力の養成を目的とする。

【授業の内容】

　　　第１週 ガイダンス

　　　第２週 人類の社会性と文化

　　　第３週 「人間」のあり方の多様性

　　　第４週 文化的他者とはどのようにして構築されるか

　　　第５週 「民族」という概念と現代性

　　　第６週 世界を組み立てる超越者と他界

　　　第７週 文化と身体との関係

　　　第８週 ホモ・ルーデンス（「遊ぶヒト」）としての人間

　　　第９週 「もの」からみえる人間世界

　　　第10週 文化とコミュニケーション（外部講師による講義等）

　　　第11週　環境と開発

　　　第12週 「豊かな社会」とは

　　　第13週 争いと平和 から考える人間

　　　第14週 21世紀という時代とその生活文化

　　　第15週 まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】配布資料等を基にレポート・発表等の課題に取り組む

　　　　　　　　こと。（学修時間 週２時間）

　　【事後学修】講義や課題発表等の復習をすること。（学修時間　週

　　　　　　　　２時間）

【テキスト・教材】

　　　授業時に資料として配布する。生活文化史１に関する資料・文献

　　等を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　講義でのレポート、テーマに関する討議等での意見の発表・プレ

　　ゼンテーション等（50％)と期末試験(50％)の総合的判断による。

　　　レポート、テーマに関する討議等での意見の発表・プレゼンテー

　　ション等（50％)に関してはそのつど全体における講評を行うなど

　　し、期末試験（50％）に関しては、個々への対応を行うなどしてい

　　る。

【参考書】

　　　適宜提示する。

【注意事項】

　　　教材としてプリントを配布する。発展的な学習のための文献等に

　　ついては授業のなかで説明する。外部講師の講義は調整により前後

　　に変更の場合もある。

　
生活文化史２

　　

細江　容子

２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：美の探究、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　人間の生活とは、人間が環境と相互作用を営みながら生きていく

　　ありさまのことである。人間の生活を全体でとらえると、その特質

　　は他の動物とは本質的に異なり文化を持つ、あるいは文化的なもの

　　であるといえる。生活文化史１では、文化人類学的視点で生活文化

　　を読み解いたが、本講義ではそれらの視点に基づき人間のサブ集団

　　に基づき生活文化を分析的に捉える視点を養うことを目的とする。

　　　また、本講義では、専門的テーマで研究・実践等を重ねている外

　　部講師を招き生活文化的視点での考察を深める。

　　

【授業における到達目標】

　　・生活文化史Ⅰの視点から多様な生活文化を分析的に捉える能力を

　　　養う。

　　・分析的視点に基づき多様な人間のサブ集団の生活文化を分析的に

　　　にとらえる能力を養う。

　　・これらの知識や技術に基づき、多用な人々の生活の営みと人間の

　　　生涯発達を総合的にとらえその生活課題について、理解・考察

　　　し、多様な人々と協働して、生活の向上を図る能力の養成を目的

　　　とする。

【授業の内容】

　　　第１週 ガイダンス

　　　第２週 多様な文化と家族

　　　第３週 「子ども」の発見とその文化

　　　第４週 子ども文化の変容

　　　第５週 男女文化論

　　　第６週 男女の差異性と文化

　　　第７週 老年文化論

　　　第８週 老いの捉え方の文化的差異

　　　第９週 家庭文化論

　　　第10週 食文化（外部講師による講義等）

　　　第11週 衣文化（外部講師による講義等）

　　　第12週 住文化（外部講師による講義等）

　　　第13週 文化の多様性と生活

　　　第14週 グループ報告

　　　第15週 まとめ

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】配布資料等を基にレポート・発表等の課題に取り組む

　　　　　　　　こと。（学修時間 週２時間）

　　【事後学修】講義や課題発表等の復習をすること。（学修時間　週

　　　　　　　　２時間）

【テキスト・教材】

　　　適宜プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　レポート、テーマ等に関する討議等での意見発表プレゼンテーシ

　　ョン等あるいは試験（50％）、平常点（毎回義務付ける授業に関す

　　る　意見・質問を書いたフィードバックシート等の提出、授業態度

　　（50％）。レポート、テーマに関する討議等での意見の発表・プレ

　　ゼン　テーション、フィードバックシートあるいは試験等に関して

　　はそのつど全体における講評や個別の対応を行うなどしている。

【参考書】

　　　教材としてプリントを配布する。発展的な学習のための文献等に

　　ついては授業のなかで説明する。

【注意事項】

　　　受講者の人数や関心に合わせて、若干の変更・修正の可能性もあ

　　る。外部講師の講義は調整により前後に変更の場合もある。
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基礎演習２

　　

作田　由衣子

２年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　基礎演習2では、論理的思考力を中心に、思考、表現、判断する力

　　を身につけることを目的とします。3年生から始まるゼミでの自分

　　の研究を支える基礎的な学ぶ力を習得することを目指します。デー

　　タを集めて、それを図や表にあらわすこと、また、それを分析する

　　こと、分析したことを筋道だてて文章に分かりやすく表す力を身に

　　つけることを目標とします。グループワークやレポートの講評など

　　を通して互いに批判しながら学びを高める授業を行います。授業と

　　並行して自分の読んだ本についてレポートを書く課題も行います。

　　

　　

　　

【授業における到達目標】

　　データを集めて図や表にあらわすこと、分析すること、分析したこ

　　とを筋道だてて文章に分かりやすく表す力を身につけることができ

　　る。現状を正しく把握し、課題を発見できる。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　棒グラフ、折れ線グラフの読み方

　　第３週　割合を用いたグラフの読み方

　　第４週　アンケートの集計とグラフの書き方

　　第５週　グラフを用いたレポートの書き方

　　第６週　量的な研究について

　　第７週　アンケート調査の方法とまとめ方

　　第８週　文献研究について

　　第９週　文献研究のレポートの書き方

　　第10週　グループでの研究テーマの設定とアンケートの作成

　　第11週　グループでのアンケートの集計と分担

　　第12週　グループでのグラフ作成と結果の考察

　　第13週　グループでの発表用パワーポイントの作成

　　第14週　グループでの発表の練習と話し合い

　　第15週　グループでの研究の発表

【事前・事後学修】

　　【事前学修】関連する参考書などを読んでおく（学修時間　週2時

　　間）

　　【事後学修】添削されたレポートを再度読み直し、より読みやすい

　　文章に書きなおす（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　資料は必要に応じて配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　提出レポート50％、グループワーク40％、授業態度10％

　　小レポートや毎回の質問についてはそのつど授業内でフィードバッ

　　クを行う。最後のグループごとの発表については授業最終回でフィ

　　ードバックを行う。

【参考書】

　　授業で紹介します。

【注意事項】

　　自分の書いたレポートは何度も読み直し、誰にでも読みやすい文章

　　に直してください。

　　主に生活心理専攻の学生を対象とします。

　
基礎演習２

　　

渡辺　敏

２年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　基礎演習2では、論理的思考力を中心に、思考、判断、表現する力

　　を身につけることを目的とします。3年生から始まるゼミでの自分

　　の研究を支える基礎的な学ぶ力を習得することを目指します。デー

　　タを集めて、それを図や表にあらわすこと、また、それを分析する

　　こと、分析したことを筋道だてて文章に分かりやすく表す力を身に

　　つけることを目標とします。グループワークやレポートの講評など

　　を通して互いに批判しながら学びを高める授業を行います。授業と

　　並行して論文や自分の読んだ本についてレポートを書く課題も行い

　　ます。

【授業における到達目標】

　　教育や保育における日本の現状を統計から学び「国際的視野」を培

　　います。グループで協働してテーマを決め、アンケートをとり集計

　　し、そこでの知見を考える活動を通して「研磨力」「行動力」「協

　　同力」を育てます。結果をプレゼンするときには聞く側の立場に立

　　って、よりわかりやすいグラフや内容提示を考えます。このような

　　活動を通して「美の探求」の態度を培います。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーションと実践女子大のキャラクター作り

　　第２週　棒グラフ、折れ線グラフの読み方

　　第３週　割合を用いたグラフの読み方

　　第４週　アンケートの集計と2次元表、グラフの書き方　

　　第５週　グラフを用いたレポートの書き方

　　第６週　量的な研究について

　　第７週　アンケートを使って量的な研究に取り組む

　　第８週　質的な研究について

　　第９週　インタビューを用いて質的な研究のレポートを書く

　　第10週　グループでの研究テーマの設定とアンケートの作成

　　第11週　グループでのアンケートの集計と分担

　　第12週　グループでのグラフ作成と結果の考察

　　第13週　グループでの発表用パワーポイントの作成

　　第14週　グループでの発表の練習と話し合い

　　第15週　グループでの研究の発表

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　自分の書いたレポートを何度も読んで推敲する（学修時間　週2時

　　間）

　　【事後学修】

　　添削されたレポートを再度読み直し、より読みやすい文章に書きな

　　おす（学修時間　週2時間）　

【テキスト・教材】

　　資料は必要に応じて配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　提出レポート50％、グループワーク40％、授業態度10％。提出され

　　たレポートはコメントを入れてフィードバックします。また、レポ

　　ートはお互いに読み合い、それぞれの文章表現から学びを深めま

　　す。

【参考書】

　　授業で紹介します。

【注意事項】

　　自分の書いたレポートは何度も読み直し、だれにでも読みやすい文

　　章に直してください。

　　主に幼児保育専攻の学生を対象とします。
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子どもの保健１ａ

　　

草川　功

２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　保育の対象の理解に関する科目として以下を目標とする。

　　1. 子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を理解する。

　　2. 子どもの身体発育や生理機能および運動機能並びに精神機能の

　　発達について理解する。

　　3. 子どもの疾病とその予防法、適切な対応について理解する。

【授業における到達目標】

　　保育対象である子どもの成長、身体疾患を知り、保育者として適切

　　に子どもに対応できる

【授業の内容】

　　第１週　1. オリエンテーション、子どもの保健の授業概要

　　第２週　2. 生物としてのヒトの成り立ち

　　第３週　3. こどもの発育

　　第４週　4. 生理機能の発達　

　　第５週　5. 子どもの発達（運動機能）

　　第６週　6. 子どもの発達（精神機能）

　　第７週　7. 子どもを取り巻く生活環境と健康

　　第８週　8. 遺伝と健康

　　第９週　9. 子どもによく見られる症状

　　第10週　10. 知っておくべき対処法

　　第11週　11. 子どもの病気ー1（乳幼児によく見られる疾患）

　　第12週　12. 子どもの病気ー2（乳幼児の感染性疾患）

　　第13週　13. 子どもの病気ー3（アレルギー疾患）

　　第14週　14. 子どもの病気の予防

　　第15週　15. まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修

　　　前回の授業を復習し授業に臨むこと（学修時間　週2時間程度）

　　事後学修

　　 レポートなどの課題に取り組むこと（学修時間　週2時間程度）

　　

【テキスト・教材】

　　レジメを配布

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　レポート（60%）、平常点（授業態度・出席状況・課題・ショート

　　レポート・小テスト（40%））

　　レポートは事前に挙げられた課題の中から選択して、時間内に書き

　　上げる。課題毎のポイントの記載状況などで採点する。

　　

　　ショートレポートは感想・意見などの表出の場であり、小テスト

　　は、その場で解説をしてフィードバックを行う。

【参考書】

　　授業の間に適宜紹介

【注意事項】

　　新聞やニュースなどに注目し、世の中の出来事、特に子どもに関す

　　る事に対して、自ら興味・関心を深めること

　
子どもの保健１ｂ

　　

草川　功

２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　保育の対象の理解に関する科目として以下を目標とする。

　　1.子どもの発達障害、心の問題について理解する。

　　2.保育における環境および衛生管理並びに安全管理について理解す

　　る。

　　3.施設等における子どもの心身の健康および安全の実施体制につい

　　て理解する。

【授業における到達目標】

　　保育対象である子どもの精神心理的問題の特性を理解し、保育者と

　　して子どもとともに保護者の相談支援ができる

【授業の内容】

　　第１週　オリンテーション

　　第２週　子どもの生活環境と精神保健

　　　　　　　（1）家族の関係と精神保健　

　　第３週　　（2）社会環境と精神保健　

　　第４週　子どもの心の健康

　　第５週　発達障害

　　第６週　発達障害の対応

　　第７週　児童虐待

　　第８週　保育環境整備

　　第９週　保育現場における衛生管理

　　第10週　子どもの事故防止安全対策

　　第11週　集団生活における危機管理

　　第12週　小児保健.

　　第13週　母子保健

　　第14週　子育て支援（家庭・地域との連携）

　　第15週　まとめ

　　

【事前・事後学修】

　　事前学修

　　　前回の授業を復習し授業に臨むこと（学修時間　週2時間程度）

　　事後学修

　　　レポートなどの課題に取り組むこと（学修時間　週2時間程度）

【テキスト・教材】

　　レジメを配布

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　レポート（60%）、平常点（授業態度・出席状況・課題・ショート

　　レポート・小テスト（40%））

　　レポートは事前に挙げられた課題の中から選択して、時間内に書き

　　上げる。課題毎のポイントの記載状況などで採点する。

　　ショートレポートは感想・意見などの表出の場であり、小テスト

　　は、その場で解説をしてフィードバックを行う。

【参考書】

　　授業の間に適宜紹介

【注意事項】

　　新聞やニュースなどに注目し、世の中の出来事、特に子どもに関す

　　る事に対して、自ら興味・関心を深めること
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家庭教育論

　　

奥田　訓子

２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　家庭は子どもが健やかに育つうえでの大切な教育基盤である。と

　　くに幼少時の子どもは家族集団との関わりの中から経験するさまざ

　　まな事象から大きく影響を受ける。近年は家族関係や家族観の変

　　化、新しい社会システムの構築により子どもの養育の場は広がって

　　いるが、それによる新たな社会問題も発現してきた。

　　本授業では子どもの発達を支える家庭教育のあり方についての理論

　　的な整理に加え、家族、地域の中で問題化している子どもの育ちに

　　関する事例を交えながら家庭教育のあり方を検討する。

【授業における到達目標】

　　　家族をとりまく現状、家族機能及び、近代の家族について理解を

　　深める。その上で、子ども家庭支援のニーズを捉え、具体的な支援

　　施策・方法を検討する基本的な心構え・理念と知識・技術を身につ

　　ける。

【授業の内容】

　　第1回目　授業オリエンテーション：家族観について

　　第2回目　家庭教育の歴史：家族機能とその変化

　　第3回目　現代の家族の特徴と家庭教育

　　第4回目　家族システムにおける諸理論

　　第5回目　現代の家族関係(夫婦関係)

　　第6回目　現代の家族関係(親子関係)

　　第7回目　現代の家族関係（兄弟・祖父母との関係）

　　第8回目　家庭の中の女性：妻・母としてのアイデンティティ

　　第9回目　家庭の中の男性：夫・父としてのアイデンティティ

　　第10回目　子育てストレス：親育ちの課題

　　第11回目　家族の病理(幼児虐待の要因)

　　第12回目　ひとり親家庭と教育

　　第13回目　社会と子育て：社会的養護の概念

　　第14回目　地域における子育て支援体制

　　第15回目　家庭教育の課題 ：これからの家庭教育のあり方

【事前・事後学修】

　　事前学修：自身の印象深い家族とのエピソードから今の自分の成り

　　立ちについて考える(学修時間　週2時間)。

　　事後学修：家族問題に関するニュースを学んだ知識から説明してみ

　　る(学修時間　週2時間)

【テキスト・教材】

　　レジュメを配布

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　各回でリアクションペーパーや課題の整理のための小テストに取

　　り組んでもらう(各回課題)。翌週の授業で答え合わせや解説、ディ

　　スカッションで課題のフィードバックする。授業への参加度(20%

　　)、各回課題(50%)、まとめのレポート(30%)で評価する。

【参考書】

　　住田正樹　高島秀樹　(2015)　「変動社会と子どもの発達」　北樹

　　出版(2,100円税別)

　　団士郎　(2014)　「対人援助職のための家族理解入門―家族の構造

　　理論を活かす」　中央法規出版(1,600円税別)

　　柏木惠子　(2008)　「子どもが育つ条件―家族心理学から考える」

　　　岩波新書(820円税別)

　
フィールドワーク２

　　

高橋　桂子・塩川　宏郷・笹川　啓一・作田　由衣子

２年　通年　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　生活心理専攻では、①「『心理学の視点から生活の課題を分析し、

　　解決する』とは、どういうことか」②「また、その意義はなにか

　　」を理解するため、２年間にわたり、4種類のﾌｨｰﾙﾄﾞ（病院や障害

　　者就労支援施設など。年度によって異なる可能性がある）に出かけ

　　る。ﾌｨｰﾙﾄﾞの見学は、4ｸﾗｽ（各ｸﾗｽ10名程度）に分かれて行う。そ

　　して、ﾌｨｰﾙﾄﾞでの実際の様子に基づき、学問的な知識や理論につい

　　て批判的思考を行えるようになるための基盤を形成する。

【授業における到達目標】

　　２年次では、①「なぜ生活のなかに課題が生じているのか、自分な

　　りの仮説を示すことができる」また、②「どうしてそのような仮説

　　が成り立つといえるのか、他者に納得してもらえるように根拠を示

　　しながら、述べられる」ようになることが目標である。

　　そして、１年次に身につけた「行動力」・「協働力」の基礎に基づ

　　き、３年次の学習に向け「研鑽力」を身につける。

【授業の内容】

　　第１週　ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

　　第２週　ﾌｨｰﾙﾄﾞA事前指導①外部講師による講話①　　　

　　第３週　ﾌｨｰﾙﾄﾞB事前指導①

　　第４週　ﾌｨｰﾙﾄﾞC事前指導①

　　第５週　ﾌｨｰﾙﾄﾞD事前指導①

　　第６週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ見学ｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾞ①　※ｸﾗｽ別

　　第７週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ課題（準備）　※ｸﾗｽ別

　　第８・９週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ見学①（教員引率）※ｸﾗｽ別

　　第10週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導①・課題（討論）　※ｸﾗｽ別

　　第11週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導②・課題（発表準備）　※ｸﾗｽ別

　　第12週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導③・課題（発表作業）　※ｸﾗｽ別

　　第13週　ﾌｨｰﾙﾄﾞA・C事後指導①（全体）含　学生発表

　　第14週　ﾌｨｰﾙﾄﾞB・D事後指導①（全体）含　学生発表

　　第15週　外部講師による講話②・前期のまとめ　

　　第16週　後期ガイダンス（報告書・課題について）　　　

　　第17週　報告書について①（概要・過去の報告資料収集について）

　　第18週　報告書の進捗状況発表①　※ｸﾗｽ別　　

　　第19週　報告書について②（先行研究のレビューの仕方）

　　第20週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ見学ガイダンス②　※ｸﾗｽ別

　　第21週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ課題（準備）　※ｸﾗｽ別

　　第22・23週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ見学②（教員引率）※ｸﾗｽ別

　　第24週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導④・報告書作成作業　※ｸﾗｽ別

　　第25週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導⑤・報告書作成（討論）　※ｸﾗｽ別

　　第26週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導⑥・報告書執筆　※ｸﾗｽ別

　　第27週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導⑦・報告書（進捗状況発表②）※ｸﾗｽ別

　　第28週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導⑧・報告書執筆（完成に向けて）※ｸﾗｽ

　　別

　　第29週　各ﾌｨｰﾙﾄﾞ事後指導⑨・報告書（進捗状況発表③）

　　第30週　報告書の提出、年間のまとめ、3年次に向けて

【事前・事後学修】

　　【事前学修】各ﾌｨｰﾙﾄﾞを見学する前に、ﾌｨｰﾙﾄﾞについて事前に必ず

　　調べ、見学に出かけるﾌｨｰﾙﾄﾞの概要を理解する（学修時間

　　週２時間）。【事後学修】フィールドで経験した内容が、大学で勉

　　強する様々な理論や専攻での研究とどう関連するか、自分なりに考

　　える（学修時間週２時間）。

【テキスト・教材】

　　佐藤郁哉（2002）『フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説

　　をきたえる』新曜社、3,045円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（ﾌｨｰﾙﾄﾞでの取り組み、事前事後の学修および発表、質疑応

　　答、課題提出など）100%。取り組めていた点やつまずきがちだった

　　点についてフィードバックを行う。
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　 【参考書】

　　授業内で指示する。

【注意事項】

　　２年次も、2種類のﾌｨｰﾙﾄﾞに出かけることになる。原則として教員

　　が引率し、各ﾌｨｰﾙﾄﾞについて、4週分×90分を経験するが、先方の

　　都合などにより、実習などを行う場合は、12時間以上（＝4週分×3

　　時間）を経験し、その時間数を先方に記録して頂く必要がある。な

　　お、ﾌｨｰﾙﾄﾞへの交通費など、諸費用は自己負担となる。校外に出か

　　けるので、安全面など、十分に注意すること。外部講師の日程やﾌｨ

　　ｰﾙﾄﾞに出かける日程などについては、変更が生じる場合がある。

　
生活心理概論

　　

作田　由衣子

２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　生活心理では、人の社会生活、家庭生活において、生活の質の充実

　　を目指すために必要な、生活を取り巻く様々な問題の解決を心理学

　　的に探索することをめざしている。そして、これらの諸問題につい

　　て、社会調査の方法論を重要な基礎の一つとしながら、心理学的手

　　法により理解し、いかに解決するかを探求していく。この授業で

　　は、生活心理とその基盤領域群（「生活と社会」領域・「家族と社

　　会」領域・「心身の健康」領域）について概説するとともに、基礎

　　的な方法論の一つである社会調査の意義と諸類型に関する基本的事

　　項を解説する。

【授業における到達目標】

　　生活を取り巻く様々な問題について、心理学的視点から現状を正し

　　く把握し、課題を発見できる。また、学ぶ愉しみを知り、生涯にわ

　　たり知を探究し、学問を続けることができる。

【授業の内容】

　　第１週　生活心理とは何か

　　第２週　生活と社会

　　第３週　家族と社会

　　第４週　心身の健康

　　第５週　社会の中で生きる心理学①：知覚・認知など

　　第６週　社会の中で生きる心理学②：臨床・発達など

　　第７週　生活の諸問題を理解する方法（社会調査法）：

　　        調査方法論

　　第８週　社会調査の目的と意義：国勢調査と公的統計

　　第９週　社会調査の歴史：学術調査、世論調査、

　　　　　　マーケティング・リサーチなど

　　第10週　調査の倫理　

　　第11週　調査ケース：調査の種類と実例

　　第12週　量的手法による調査法：調査票調査など

　　第13週　質的手法による調査法：フィールドワークなど

　　第14週　社会調査のプロセス：資料・データの収集から分析まで

　　第15週　生活の諸問題と心理学：まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】心理学や社会調査法の入門書を通読しておくこと。

　　　 （学修時間：週2時間）

　　【事後学修】その日の授業の復習を行うこと。

　　　（学修時間：週2時間）

【テキスト・教材】

　　無藤隆・森敏昭・池上知子・福丸由佳（編）2009　よくわかる心理

　　学　ミネルヴァ書房 3,240円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　40％（授業内レポート）、60％（期末課題）により評価する。

　　manabaを利用してフィードバックを行う。
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心理学演習１

　　

大村　美菜子

２年　前期　1単位　　

◎：協働力　○：国際的視野

【授業のテーマ】

　　臨床心理学・発達心理学・社会心理学など様々な領域の文献を読

　　み、各領域および基本的な論文の構成について学ぶ。さらに、心理

　　学分野で採用されるデータ取得方法や分析方法についての具体的な

　　知識を身に付けることで、学術論文を一通り読めるようになること

　　を目標とする。

【授業における到達目標】

　　自己や他者の役割を理解し、互いに協力して物事を進めることがで

　　きる。

【授業の内容】

　　第1週　ガイダンス

　　第2週　臨床心理学概要

　　第3週　発達心理学概要

　　第4週　社会心理学概要

　　第5週　論文の読み方

　　第6週　読んだ論文のまとめ方、資料の作り方

　　第7週　1班目発表

　　第8週　2班目発表

　　第9週　3班目発表

　　第10週　4班目発表

　　第11週　5班目発表

　　第12週　6班目発表

　　第13週　7班目発表

　　第14週　8班目発表

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：あらかじめ指定された文献を熟読して授業に臨むこと。

　　発表する班は、分担を決め、各自の担当する文献の内容をまとめ

　　る。（学修時間：週30分）

　　事後学修：発表で指摘された点を修正する。文献の中でわからなか

　　った用語などを確認する。（学修時間：30分）

【テキスト・教材】

　　資料を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業への積極参加・提出課題　100％

　　発表の回では、毎回発表後に授業内でフィードバックを行う。

　
心理学演習２

　論文の深い理解を目指す

雨宮　薫

２年　後期　1単位　　

◎：協働力　○：国際的視野

【授業のテーマ】

　　論文を理解しながら読むことを目標とする。

　　文献は心理学についての文献とし、発表班が論文を選定する。

　　論文の理解として、以下を挙げる。

　　背景の理解：現在までにわかっていること、まだわかっていないこ

　　とは何か

　　実験方法の理解：どのような実験手法・解析手法がありうるのか。

　　なぜ、この論文ではこの実験手法を使ったのか、

　　解析方法の理解

　　結論の理解：結果から何が言えるのか

　　考察の理解：背景との関連、何が分かって何が未解決であるか。

　　また、プレゼンテーションをする能力を身に着ける。

　　背景の理解、実験方法の理解、解析方法の理解、結論の理解、考

　　察の理解を目的とする。

　　発表班の論文選定については、グループの興味を第一とし、2-6週

　　の間に、グループで話あいながら、決定する。選定については、相

　　談は随時行う。

【授業における到達目標】

　　論文を理解することを通して、疑問が起こった際に、問題に対す

　　る洞察力、問題点の解決に対するプロセスを身に着けることを目標

　　とします。また、発表を担当することにより、発表までにすべき課

　　題設定と計画力を身に着け、グループワークを通して理解を相互で

　　補完し高めあうすべを身に着けることを目標とします。

【授業の内容】

　　第１週 ガイダンス、論文をまとめるときのポイント復習

　　第２週 論文の読み方①：研究背景の整理と目的の設定

　　第３週 論文の読み方②：手法の選定

　　第４週 論文の読み方③：データの整理

　　第５週 論文の読み方④：データの読み取りと考察

　　第６週 読んだ論文のまとめ方、資料の作り方

　　第７週 1班目発表

　　第８週 2班目発表

　　第９週 3班目発表

　　第10週 4班目発表

　　第11週 5班目発表

　　第12週 6班目発表

　　第13週 7班目発表

　　第14週 8班目発表

　　第15週 まとめ

　　

　　最初は全員で論文を読み、何が論文の中で書いているかを討論しな

　　がら理解していく（1-6週）

　　そののちに、班ごとに論文を決定する。

　　人数、班の構成数により、発表の週は変更する可能性あり。

【事前・事後学修】

　　事前学修：あらかじめ指定された文献を熟読して授業に臨むこと

　　発表班が文献を決定し、前週までに、紹介する論文を事前に指定

　　し、全員に発表する。発表担当以外の論文も各自読むこと（週30分

　　～１時間。発表前はこれに該当しない）。

　　事後学修：発表で指摘された点を修正する。文献の中で分からな

　　かった用語などを確認する。（学修時間：週30分）

【テキスト・教材】

　　各週の論文

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業への積極的な参加（100％）

　　発表内容（適切な論文の選択、論文の読み込み、発表、新たな問題

　　点は何か、今回わかったこと、わからなかったこと、その解決に対

　　する自分なりの検討など）
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　 　　質問内容も評価します。

　　フィードバックとして、論文の探し方、読み込みについてのアドバ

　　イス、現在のトピックの紹介、問題点や疑問についてのアドバイス

　　を適宜行うとともに、最終週にまとめとして発表します。

【参考書】

　　山内 光哉著 「心理・教育のための統計法」 サイエンス社

　　

　　森 敏昭・吉田 寿夫著 「心理学のためのデータ解析テクニカルブ

　　ック」 北大路書房

　　

　　適宜追加する

【注意事項】

　　「心理学演習1」を履修していること。

　　脳と心を履修していることが望ましい。

　　

　
心理学研究法１

　　

中山　友則・作田　由衣子

２年　前期　2単位　２時限連続

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　この授業では、心理学の研究法について概観するとともに、統計的

　　データをまとめたり分析したりするために必要な、基礎的な統計学

　　的知識を身につけ、また、基本的な統計資料の読み方やデータの分

　　析に関して理解していく。さらに、心理学の主要な方法の１つであ

　　る実験計画法について、実習を通して体験的に理解する。

【授業における到達目標】

　　広い視野と深い洞察力を身につけ、本質を見抜くことができる。

【授業の内容】

　　第１週　心理学研究法概説

　　　　　　因果関係を探る―実験室実験法

　　第２週　心を説明するモデルを探る―モデル論的アプローチ

　　第３週　独立変数・従属変数、操作的定義

　　　　　　信頼性と妥当性

　　第４週　剰余変数の統制と統制群、適切な推論、研究の倫理

　　　　　　行動から心を探る―観察法①

　　第５週　観察法②：様々な分野での応用例

　　第６週　観察法③：実習

　　第７週　心の特性を探る―心理尺度の構成法

　　　　　　心の深層を探る―心理検査法

　　第８週　心の脳基盤を探る―生理心理学的研究法

　　　　　　動物から人の心を探る―比較心理学的方法

　　　　　　集団の意見や態度を探る―質問紙調査法

　　第９週　現場から心を探る―エスノメソドロジーと

　　　　　　グラウンディッド・セオリー

　　　　　　社会を動かす心を探る―アクションリサーチ

　　第10週　実験計画法とは

　　　　　　実験計画法実習①：実験の準備①

　　第11週　実験計画法実習②：実験の準備②

　　　　　　実験計画法実習③：実験の実施①

　　第12週　実験計画法実習④：実験の実施②

　　　　　　実験計画法実習⑤：実験の解説

　　第13週　統計ソフトの基本操作、データの構成

　　　　　　データの入力、クリーニング

　　第14週　統計資料の整理①：単純集計

　　　　　　統計資料の整理②：度数分布、ヒストグラムの作成

　　第15週　主要な記述統計量①－代表値：平均値、中央値、最頻値

　　　　　　主要な記述統計量②－散布度：分散、標準偏差

【事前・事後学修】

　　【事前学修】テキストを熟読して授業に挑むこと（学修時間：週2

　　時間）

　　【事後学修】その日の授業の復習をすること。授業時間内に提出で

　　きなかった課題があれば提出する（学修時間：週2時間）

【テキスト・教材】

　　大山正・岩脇三良・宮埜壽夫著『心理学研究法―データ収集・分析

　　から論文作成まで 』（サイエンス社　2005年）2,376円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　小テスト・小レポート40％、期末レポート60％

　　manabaおよび授業内でフィードバックを行う。

【注意事項】

　　授業の順序を入れ替えることがある。

　　演習形式のため、遅刻・欠席のないよう注意すること。

　　後期の「心理学研究法2」も履修すること。
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心理学研究法２

　　

中山　友則・作田　由衣子

２年　後期　2単位　２時限連続

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　この授業では、心理学の研究法について概観するとともに、統計的

　　データをまとめたり分析したりするために必要な、基礎的な統計学

　　的知識を身につけ、また、基本的な統計資料の読み方やデータの分

　　析に関して理解していく。

【授業における到達目標】

　　広い視野と深い洞察力を身につけ、本質を見抜くことができる。ま

　　た、学修成果を実感して、自信を創出することができる。

【授業の内容】

　　第１週　記述統計量の復習

　　　　　　無作為抽出、事象の確率

　　第２週　標本から母集団を推測する①：母集団と標本、正規分布

　　　　　　標本から母集団を推測する②：標本数と誤差

　　第３週　標本から母集団を推測する③：

　　　　　　　検定・推定、不偏性、不偏分散

　　　　　　統計的仮説検定①：標本と母集団・全数調査と標本調査

　　第４週　統計的仮説検定②：帰無仮説

　　　　　　統計的仮説検定③：有意水準

　　第５週　区間推定、信頼区間

　　　　　　クロス集計、平均値の比較

　　第６週　比率の差の検定

　　　　　　カイ2乗検定（独立性の検定）

　　第７週　t検定①：平均の差の検定

　　　　　　t検定②：対応のあるt検定

　　第８週　分散分析①：概要

　　　　　　分散分析②：一要因被験者間

　　第９週　分散分析③：一要因被験者内

　　　　　　分散分析④：二要因

　　第10週　分散分析⑤：多重比較、交互作用

　　　　　　主要な記述統計量③：共分散、相関係数

　　第11週　相関係数とその推定・検定

　　　　　　回帰分析

　　第12週　重回帰分析

　　　　　　尺度構成（信頼性など）

　　第13週　因子分析

　　　　　　分析結果のまとめ方、報告の仕方

　　第14週　統計資料の整理①：既存統計資料の収集と読み方

　　　　　　統計資料の整理②：グラフの読み方

　　第15週　因果関係と相関関係、疑似相関

　　　　　　心理学研究法と心理学の研究の今後の展開

【事前・事後学修】

　　【事前学修】テキストを熟読して授業に挑むこと（学修時間：週2

　　時間）

　　【事後学修】その日の授業の復習をすること。授業時間内に提出で

　　きなかった課題があれば提出する（学修時間：週2時間）

【テキスト・教材】

　　山田剛史・村井潤一郎著『よくわかる心理統計』（ミネルヴァ書房

　　　2004年）　3,024円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　小テスト・小レポート40％、期末レポート60％

　　manabaおよび授業内でフィードバックを行う。

【注意事項】

　　授業の順序を入れ替えることがある。

　　演習形式のため、遅刻・欠席のないよう注意すること。

　　前期の「心理学研究法1」も必ず履修すること。

　
心理学実験・実習１

　　

中山　友則・未定

２年　後期　2単位　２時限連続

◎：協働力　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　心理学は科学であり、客観的な方法を用いてデータを得ることが必

　　要となる。そのため、心理学では研究法を洗練してきた。実験・実

　　習1では心理学における代表的・古典的な課題（主に、実験法、調

　　査法による課題）を体験し、心理学が開発・洗練してきた方法を、

　　自ら課題を体験することにより学ぶことを目的とする。また、実際

　　に体験した課題における反応をデータとして収集、分析し、その客

　　観的なデータを根拠に、なぜそうした結果が得られたのか、得られ

　　た結果から人間のこころに関して何が言えるのかを考えることを行

　　っていく。それらを課題ごとにレポートとしてまとめることで、デ

　　ータの整理方法、統計処理、科学的な思考能力、情報発信時のルー

　　ルやマナーについても学ぶことを目的とする。

【授業における到達目標】

　　心理学における研究手法に関する基本的な実験を体験することを通

　　して、研究法の基礎を修得し、「研鑽力」「行動力」「協働力」を

　　身につける。実習では時には研究者、時には参加者の立場で行い心

　　理学研究における両者の立場の違い、倫理性や留意点を理解する（

　　協働力）。同時に、実験的技法・実証的手法の体系的な知識を得て

　　今後に向けての研究する力を養う（行動力）。さらに、実習で得ら

　　れたデータを思考やディスカッションを通じて分析・考察し、レポ

　　ートにまとめる力を身につける（協働力）。そして広く情報を分析

　　する力や、自身の考えを発信する力を修得する（研鑽力）。

【授業の内容】

　　第１回　ガイダンス、レポートの書き方

　　第２回　ミュラー・リヤー錯視

　　第３回　触２点閾の測定

　　第４回　重量弁別閾、重さの感覚尺度

　　第５回　大きさの恒常性

　　第６回　仮現運動

　　第７回　一対比較法

　　第８回　レポートの書き方

　　第９回　ポリグラフ

　　第10回　脳波・事象関連電位

　　第11回　反射・反応時間

　　第12回　社会的態度尺度の構成

　　第13回　イメージの測定

　　第14回　行動観察

　　第15回　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】前回の授業で修得した内容を復習して授業に臨むこと

　　（学修時間　週２時間）。

　　【事後学修】 授業内容をふまえて、また、その回の実習内容に関

　　連する文献を読み、レポートを作成し、提出すること（学修時間　

　　週２時間）。

【テキスト・教材】

　　大山正・岩脇三良・宮埜壽夫著『心理学研究法―データ収集・分析

　　から論文作成まで』（サイエンス社　2005年）2,376円

　　なお、各回の実習内容に関しては主にプリントを配布・使用する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　レポート100％（毎回レポートを提出すること）。第8回を中心にレ

　　ポートに関するフィードバックを行う。

【参考書】

　　齋藤美穂（編）『事例による認知科学の研究法入門：Rコマンダー

　　の活用法と論文の書き方』（東京大学出版会　2013年）3,024円

【注意事項】

　　演習形式のため、遅刻・欠席のないよう注意すること。

　　授業の順序を入れ替えることがある。
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認知心理学ｂ

　　

作田　由衣子

２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力

【授業のテーマ】

　　「認知心理学」は、人間を情報処理装置ととらえて理解しようとす

　　る学問である。この授業では、認知心理学の様々な研究分野につい

　　て紹介する。特に、ここでは言語や意思決定などの認知過程に焦点

　　を当てる。

【授業における到達目標】

　　認知心理学の歴史と重要な研究事例について知識を深めることがで

　　きる。さらに、学ぶ愉しみを知り、生涯にわたり知を探究し、学問

　　を続けることができる。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス

　　第２週　認知の発達1：色と形の知覚

　　第３週　認知の発達2：顔の認知

　　第４週　言語

　　第５週　概念と知識

　　第６週　問題解決と推論

　　第７週　確率の判断

　　第８週　意思決定

　　第９週　潜在認知

　　第10週　感情と情報処理

　　第11週　脳と心

　　第12週　障害と認知

　　第13週　心の文化差

　　第14週　認知心理学の歩み

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】テキストあるいは参考書の該当箇所を通読しておくこ

　　と。（学修時間：週2時間）

　　【事後学修】その日の授業の復習を行うこと。

　　　　（学修時間：週2時間）

【テキスト・教材】

　　服部雅史・小島治幸・北神慎司　2015年『基礎から学ぶ認知心理学

　　 -- 人間の認識の不思議』(有斐閣)　1944円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極参加・提出課題）20％、期末試験80％

　　manabaを利用してフィードバックを行う。

【参考書】

　　金沢創・市川寛子・作田由衣子、2015、ゼロから始める心理学・入

　　門 -- 人の心を知る科学、有斐閣、1944円

　　その他、授業内で指示します。

　
教育学演習

　「育～保･療･守･愛～と教と学校」、今日的課題を探求する

南雲　成二

２年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　  子どもや親や地域にとって「学校」とは一体何なのだろうか。当

　　たり前のように認識されている「学校」と現代社会、「学校」と子

　　ども・親、その関係を見つめ課題を明確にする。特に現代の学校問

　　題について、一般的な教育言説にとらわれることなく、不登校やい

　　じめの問題、学習指導力・児童生徒支援力不足教員の問題、モンス

　　ターペアレントという言葉に象徴される親（保護者）の変容やPTA

　　諸活動に関係する問題、少子化に伴う早期教育や家庭経済格差が産

　　み出す教育問題、放課後子育て支援の実状と課題、教師の疲弊と学

　　校教育力低下の問題、学力調査と真の学力保障の問題等をとりあげ

　　る。これらの事例や問題に対する教育研究者や実践者、マスコミ等

　　の見解を取り上げながら検討協議し、現状理解を深める。

　　　同時に、子どもそのものの理解や、子どもを権利主体として尊重

　　する教育の在り方、不登校やいじめの背景にある社会問題、教師教

　　育の課題についても理解を深める。

【授業における到達目標】

　　　今日の学校問題への歴史的側面からのアプローチを加えながら、

　　その本質を捉え、分析できる力を身につけ、学校問題解決への処方

　　を自分なりに提案できるようになる。また、教員採用試験等で問わ

　　れる教職に関する内容、教科指導に関する内容、授業デザインと評

　　価改善に関する内容、児童理解や保護者対応に関する内容につい

　　て、適切な判断と実践的な行動ができる教師力の基礎を修得する。

　　併せて、学生が修得すべき「行動力・研鑽力」との関連において、

　　①現状を正しく把握し、問題を発見できる力と③広い視野と深い洞

　　察力を身に付け、本質を見抜くことができる力を修得する。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス～現代の学校問題、時事問題化する学校～

　　第２週　学校への期待の声、学校への不信の声、「学校」について

　　　　　　考える。①体験的「学校」観（感・看）の交流から

　　第３週　「学校」について考える。②脱学校論の経緯や「不登校」

　　　　　　や「フリースクール」から考察を深める。　

　　第４週　「学校」について考える。③告発的な問いかけ～学校的学

　　　　　　力とは、戦後教育改革とは、教師・教諭・教員・先生とは

　　　　　　教育課程とは、教科化された「道徳」とは等～

　　第５週　「居場所」を探す子どもたち（保護者・地域の課題とは）

　　第６週  放課後子育て支援の現状や子ども食堂から見えてくる風景

　　第７週　「体罰」による不登校、「学習不適応」による不登校‥、

　　第８週　「いじめ」から見えること、「いじめ」という病理現象を

　　　　　　探りつつ、「いじめ」への取り組みを考える　

　　第９週　教師と親の学校問題～モンスターペアレント考察含む～

　　第10週　PTAとは、その過去・現在・未来。PTAがかかえる問題と課

　　　　　　題の整理～相互互助・協働子育ての課題を探る～

　　第11週　指導力不足の教員、教師教育現職教育の現状と課題①

　　第12週　支援力不足の学校、教師教育現職教育の現状と課題②

　　第13週　閉ざされた学校、開かれた学校～授業創造と児童理解～　

　　第14週　学校問題を問い直す～教育条件の変容～

　　第15週　学校教育の再考

【事前・事後学修】

　　事前学修…レポート・発表等の課題に取り組む。

　　　　　　　（学修時間　週２時間）

　　事後学修…発表等に対する指摘について振り返り、確認する。テキ

　　　　　　　ストや資料プリントの次回授業範囲を読み、専門用語や

　　　　　　　人物について調べ、自分なりに理解しておく。

　　　　　　　（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　・資料プリントを適宜、配付する。

　　・2016.12．21『中央教育審議会最終答申第197号』と補助資料

　　・2015.8『論点整理』（文部科学省 HP）
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　 　　・2017.3告示『幼稚園教育要領』『小学校学習指導要領』必要に

　　　　　　応じて『中学校学習指導要領』（文部科学省 HP)

　　・2018.2　小六教育技術3月号増刊「指導要録～記入のポイントと

　　文例～」（小学館　2018.2　1620円＋税）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点〔演習への積極参加及び発表や意見交流〕（40％）、レポー

　　ト（60％）などにより総合的に評価する。

　　実施した小テストやミニレポートは次回授業、課題レポートや試験

　　は最終授業で解説し、フィードバックを行なう。

【参考書】

　　・昭和22年以降から現在までに刊行された主な教育学講座や教育学

　　　全集、教育学研修講座（例：岩波書店・岩波講座、小学館、第一

　　　法規、学習研究社　等）

　　・H28.12．21発表「中央教育審議会最終答申（第197号）」を中心

　　　に、戦後出された主な中央教育審議会最終答申や教育課程審議会

　　　答申。並びに「小・中・髙　学習指導要領とその解説編資料」

　　　「幼稚園教育要領と解説資料」「保育指針と解説資料」等

　　　

【注意事項】

　　双方向的な授業として、問いを発信しながら進めていくので、積極

　　的に発言し、参加してほしい。

　
生涯発達心理学演習ａ

　　

塚原　拓馬

２年　前期　1単位　　

◎：協働力　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　幼児、児童教育における基礎理論としての心身の発達及び学習過

　　程についての理解を深め、障がいのある幼児・児童についての理解

　　及びその対応を習得することを目標とする。また、保育・教育にお

　　ける心理学と発達の各領域における障がいのある子どもについて、

　　グループワークを通して理解を深める。その際、質的な分析の方法

　　の一種である「参与観察」についても解説する。

【授業における到達目標】

　　幼児、児童教育における発達的問題の理解とその支援の在り方につ

　　いて学修することを目標とします。そして、そして、物事の真理　

　　（人間の心理）を探究していく態度により、心理的支援の場面にお

　　いて役割を理解した協力（連携）関係により支援を行う力に対する

　　志向性を持つことを達成目標とする。

【授業の内容】

　　　第１回：保育・教育における発達心理学

　　　第２回：子どもの発達と個人差

　　　第３回：子どもの発達における環境との関わり

　　　　　　　（参与観察に向けて①親子事例など）

　　　第４回：仲間関係の形成とつまずき

　　　第５回：教師（保育者）と子どもとの関係　

　　　第６回：メタ認知の発達と自己統制能力

　　　第７回：家族・集団における遊びと社会性の発達

　　　第８回：学校・地域における生活と遊び

　　　第９回：基本的生活習慣の形成と発達支援

　　　第10回：障がいのある幼児・児童の理解と対応

　　　　　　　（参与観察に向けて②）

　　　第11回：学童期への発達支援（就学・学習支援）：参与観察①

　　　第12回：発達支援のネットワークシステム　：参与観察②

　　　　　　　特別講義など

　　　第13回：地域や専門機関との連携と発達支援　：参与観察③

　　　第14回：NPO・ボランティアとの連携と発達支援　：参与観察④

　　　第15回：現代社会における養育者の心理（ニーズ）とその理解

　　　　　　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　各回テーマの発表レジメおよび小レポートの作成に取り組むこと　

　　（学修時間１時間）

　　

　　【事後学修】

　　各回テーマの発表レジメおよび小レポートの復習に取り組むこと　

　　（学修時間１時間）

【テキスト・教材】

　　適宜、レジュメを配布する。映像視聴も行う。

　　詳細は初回授業時に支持する。

　　・無藤 隆・島崎真知代 （2011）「保育の心理学Ⅰ」 北大路書房

　　\1700＋税

　　・清水益治・無藤　隆　（2011）「保育の心理学Ⅱ」　北大路書房

　　\1700＋税

　　・柴山真琴 （2005）「こどもエスノグラフィー入門 技法の基礎

　　から活用まで」 新曜社 \1900＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　レポート（40％）、発表レジュメ・プレゼンテーション（40％）

　　および発言点（20％）を総合的に評価する。レポートについては、

　　記述された質問や感想に対して授業内でフィードバックしていく。

　　発表レジメ・プレゼンについては、各回ごとにテーマの解説を交え

　　てフィードバックしていく。

【参考書】

　　・「DSM-Ⅳ-TR 精神疾患の診断と統計マニュアル」医学書院　2002
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　 　　　\3800＋税

【注意事項】

　　本講座と関連する「生涯発達心理学演習b」も必ず履修すること。

　　校外実習、外部講師を招いての事例検討なども行う。

　
生涯発達心理学演習ｂ

　　

塚原　拓馬

２年　後期　1単位　　

◎：協働力　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　人間のさまざまな生涯について、生涯発達心理学に関する先行研

　　究から考察し、心理的発達変化を理解する。また、生涯発達心理学

　　とその周辺領域におけるテーマについて、ライフヒストリー分析・

　　新聞事例分析などを行い、グループ・ワークを通して質的研究の方

　　法と生涯発達心理学の知見に対する理解を深める。

【授業における到達目標】

　　生涯発達の視点から、児童期、青年期、成人期、老年期の発達的問

　　題の理解と支援の在り方について学修することを達成目標としま

　　す。そして、そして、物事の真理（人間の心理）を探究していく態

　　度により、心理的支援の場面において役割を理解した協力（連携）

　　関係により支援を行う力に対する志向性を持つことを達成目標とす

　　る。

【授業の内容】

　　　第１回：生涯発達心理学の視点による研究

　　　　　　　（ライフヒストリー分析・新聞事例分析に向けて①）

　　　第２回：生涯発達心理学の研究方法

　　　　　　　（ライフヒストリー分析・新聞事例分析に向けて②）

　　　第３回：児童期の研究知見を考察するＡ（学校生活のつまずき）

　　　第４回：児童期の研究知見を考察するＢ（家族臨床心理学）　　

　　　第５回：障がいのある子ども（児童期）の研究知見を考察する

　　　　　　　（ライフヒストリー分析・新聞事例分析、観察実習など

　　　　　　　　①

　　　第６回：グループ・ディスカッション①（児童期）

　　　　　　　（ライフヒストリー分析・新聞事例分析を用いて②）

　　　第７回：青年期の研究知見を考察するＣ（自我同一性の確立）

　　　第８回：青年期の研究知見を考察するＤ（青年期の心理的疾患）

　　　第９回：障がいのある子ども（青年期）の研究知見を考察する

　　　　　　　（ライフヒストリー分析・新聞事例分析など③）

　　　第10回：グループ・ディスカッション②（青年期）

　　　　　　　（ライフヒストリー分析・新聞事例分析を用いて④）

　　　第11回：成人期の研究知見を考察するＥ（産業ストレスと適応）

　　　第12回：老年期の研究知見を考察するＦ（老年期の精神疾患）

　　　第13回：障がいのある成人・老年期の研究知見を考察する

　　　　　　　（ライフヒストリー分析・新聞事例分析、特別講義など

　　　　　　　　⑤）

　　　第14回：グループ・ディスカッション③（成人期・老年期）

　　　　　　　（ライフヒストリー分析・新聞事例分析を用いて⑥）

　　　第15回：特別講義：まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　各回テーマの発表レジメおよび小レポートの作成に取り組むこと（

　　学修時間１時間）

　　

　　【事後学修】

　　各回テーマの発表レジメおよび小レポートの復習に取り組むこと（

　　学修時間１時間）

【テキスト・教材】

　　　適宜、レジュメを配布する。映像視聴も行う。

　　詳細は初回授業時に指示する

　　・無藤 隆・島崎真知代 （2011）「保育の心理学Ⅰ」 北大路書房

　　\1700＋税

　　・清水益治・無藤 隆 （2011）「保育の心理学Ⅱ」 北大路書房

　　\1700＋税

　　・柴山真琴　（2005）「こどもエスノグラフィー入門　技法の基礎

　　から活用まで」　新曜社　\1900＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　レポート（40％）、発表レジュメ・プレゼンテーション（40％）
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　 　　および発言点（20％）を総合的に評価する。

　　　レポートについては、記述された質問や感想に対して授業内でフ

　　ィードバックしていく。発表レジメ・プレゼンについては、各回ご

　　とにテーマの解説を交えてフィードバックしていく。

【参考書】

　　・「DSM-Ⅳ-TR 精神疾患の診断と統計マニュアル」医学書院

　　\3800＋税

【注意事項】

　　本講座と関連する「生涯発達心理学演習a」も必ず履修すること。

　　校外観察実習、外部講師を招いての特別講演なども行う。

　
生活経済論演習

　企業の女性活用・登用

高橋　桂子

２年　前期　1単位　　

◎：行動力　○：国際的視野、研鑽力

【授業のテーマ】

　　2018年度の本講義のテーマは「企業の女性活用・登用」です。外資

　　系企業や履修学生さんの希望業種の3社（予定）について新聞記事

　　やネットで企業サーベイを行い、関心の高い企業を訪問します。候

　　補企業への依頼は教員が、訪問企業への質問は履修生が担当しま

　　す。訪問後は自分が質問した内容をベースとしたレポートを１枚、

　　提出します（１週間以内）。これまでIKEA（短時間正社員・企業所

　　内保育所）、ベネッセスタイルケア（高齢者介護施設）、ABCクッ

　　キング(魅力あるメニューの展開)、キッザニア(子どもと仕事)など

　　を訪問しました。企業訪問時はスーツ着用（インナーは白以外）、

　　交通費は自己負担です。

　　なお、講義では各自、PCを持参すること。テーマやタイトルに沿っ

　　た「纏まったプレゼン」を期待しています。

【授業における到達目標】

　　学生が修得すべき「行動力」「研鑽力」や「国際的視野」のうち、

　　現状を正しく把握し、課題を解決できる力を修得する。具体的に

　　は、(１)自分の関心を明確にした企業サーベイを行うことができる

　　ようになる。(２)訪問時に相手に自分の質問内容をきちんと伝える

　　ことができるようになる。(３)帰着後は訪問時の質問内容にプラス

　　アルファしたレポートを作成することができるようになる。

【授業の内容】

　　第１回 ガイダンス、女性労働の実態、テーマの説明、PPT見本提示

　　第２回 テーマ１：外資系企業と女性活用、概要説明

　　第３回 １：企業取り組みのサーベイ

　　第４回 ２：学生によるPPT成

　　第５回 ３：プレゼン、依頼先決定、質問内容検討

　　第６回 《企業訪問１》+レポート提出

　　第７回 テーマ２：空運業と女性活用、概要説明　１：企業取り組

　　みのサーベイ

　　第８回 ２：学生によるPPT作成

　　第９回 ３：プレゼン、依頼先決定、質問内容検討

　　第10回 《企業訪問２》+レポート提出

　　第11回 テーマ３：履修生企業の業種と女性活用、概要説明　１：

　　企業取り組みのサーベイ

　　第12回　２：学生によるPPT作成

　　第13回　３：プレゼン、依頼先決定、質問内容検討

　　第14回 《企業訪問３》+レポート提出

　　第15回 まとめ

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】レポートや発表の課題にしっかりと取り組むこと（学

　　修時間　週２時間）。【事後学修】何が自分たちグループの発表の

　　ポイント（売り）なのか、常にメンバーで情報を共有し、確認して

　　おくこと（学修時間　週２時間）。

【テキスト・教材】

　　資料等を必要に応じて配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　プレゼンと訪問後のレポート課題（80％）、平常点（授業への積極

　　参加、20％）から判断する。試験結果は授業最終回でフィードバッ

　　クを行う。

　　

【参考書】

　　適宜、紹介します

【注意事項】

　　「出席３分の１ルール」は厳格に適用します。

　　本講義は演習スタイルです。積極的・主体的に履修することを期待

　　しています。
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少子高齢化社会と生活

　少子高齢化社会の動向と女性のライフコースの関係を探る

中野　裕美子

２年　前期　2単位　　

○：国際的視野、研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　現代日本の状況を説明するのに、「少子化」や「高齢化」という言

　　葉が頻繁に使用されています。少子高齢化社会に関する現状を把握

　　し、それらに関する日常的に報じられているニュースが現在の自分

　　の状態とこれからの自分の将来とどうかかわっているのかを探りま

　　す。

　　また我が国の現状をグローバルな視点から、統計を使いながら考え

　　てみます。具体的には、あらためて意味を説明しようとすると、経

　　済学や社会学の専門用語も必要になってきます。それらの専門用語

　　を授業でたくさん紹介して、解説することから始めます。

　　

　　そしてそれらの用語を使って、社会の問題が自分の今後のライフコ

　　ースと深く関わっていることを理解し、授業で学んだ知識をベース

　　にして、自分の考えを整理し、説得力を獲得することを目指しま

　　す。

【授業における到達目標】

　　この授業では、履修者は

　　１）社会の問題になっている事柄について基本的な知識を身に付け

　　るための【研鑽力】を高めること、２）現代社会がもつ問題点を考

　　える上で各国の状況を学び、【国際的視野】を身に付けることがで

　　きるようになること、（３）自分自身が安心して生活するための行

　　動力や、他者を理解することができる【協働力】を形作ることを目

　　標にしています。

　　　

【授業の内容】

　　授業内容は以下の通りです。

　　

　　第1週　ガイダンス・受講上の注意点

　　第2週　人口統計データの見方

　　第3週　日本の少子化の実態とその原因をめぐる議論

　　第4週　世界各国の合計特殊出生率と労働参加率の関係

　　第5週　女性のライフコースと職業

　　第6週　５週目までのまとめ

　　第7週　GDPと女性の労働

　　第8週　家事の国際比較

　　第9週　夫の職業と女性の労働

　　第10週　企業の転勤制度

　　第11週　IT化の進展とワーク・ライフ・バランス

　　第12週　高齢者介護と女性の労働

　　第13週　日本の少子化と外国人労働者

　　第14週　少子高齢化社会における女性の就業継続と家族の

　　戦略：実例

　　第15週 ７週目からのまとめ

　　進捗状況によって変更する場合もあります。

【事前・事後学修】

　　事前学修：新聞やテレビのニュースに注意を向けること。毎回授業

　　の終わりに次週の内容を予習するためのプリントを配布します。授

　　業の前に2時間の予習、授業の後に2時間の復習をしてください。

　　事後学修：毎回配布するプリントを読み直し、あいまいな点は調べ

　　てください。調べ方は授業で説明します。

【テキスト・教材】

　　プリントを毎回配布します。それに加えて資料として新聞の記事を

　　使います。またインターネットを使って安心して使えるデータにア

　　クセスする方法を学びます。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　小テスト（45％）、期末テスト（45％）、リアクション・ペーパー

　　の内容（10％）小テストの後の授業で1名ずつにコメントをしなが

　　らテストを返却します。期末テストに関しては試験終了後に個別に

　　　コメントします。

【参考書】

　　総務省統計局「世界の統計2017」

　　神原文子ほか「よくわかる現代家族」ミネルヴァ書房　2015

　　「OECD幸福度白書」明石書店　2016

　　「社会保障と社会福祉」医学書院　2017

【注意事項】

　　予習をしてくるのが前提で講義をしますので授業の終わりに配布す

　　るプリントの問題の回答を考えてきてください。
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社会心理学１

　　

伊藤　言

２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　私たちは何よりもまず動物から進化した生物学的な存在ですが，ど

　　のように考えるかに応じて行動を変化させることもできる心理学的

　　な存在であり，また他者の存在や時代・文化などから避けがたい影

　　響を受ける社会的な存在でもあります。この講義では私たちの心の

　　社会的な側面――他者とともにある心――に主な焦点を当てます。

　　社会心理学的知見を「家庭」「生活」の中での自らの出来事として

　　体験してもらうためにリアルタイムで参加できる授業中の実験や調

　　査などは随時行いますが，理論的背景の説明を含めてハードな講義

　　を志向しますので，社会心理学を本気で学ぶ意欲がある生徒を歓迎

　　します。

【授業における到達目標】

　　社会心理学的の基本的な知見や理論の内容を理解し自らの経験とし

　　て体感する（美の探究）。そして，自らの生活，自らの人生におけ

　　る課題を社会心理学の道具立てを通じて捉え直すことができるよう

　　になる（研鑽力）。そのことを通じて，自らの生活上の課題をより

　　よく解決できるようになる（行動力）。

【授業の内容】

　　第１回：ガイダンス・受講上の注意

　　第２回：社会心理学の視点

　　第３回：社会的認知

　　第４回：自己

　　第５回：態度と態度変化

　　第６回：社会的影響

　　第７回：個人の心理過程・対人的な過程

　　第８回：魅力と対人関係

　　第９回：援助と攻撃

　　第１０回：集団・集合に関する過程

　　第１１回：集団と個人

　　第１２回：マスコミュニケーション

　　第１３回：社会の中の個人、ミクロな視点とマクロな視点

　　第１４回：社会神経科学

　　第１５回：まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】日頃から、身のまわりの生活と関連させながら、授業

　　の内容について自分なりに考えてみましょう（学修時間　週２時間

　　）。

　　【事後学修】授業で習った内容は、身の回りの生活にどのようにあ

　　てはまるでしょうか。自分なりに考えてみましょう（学修時間　週

　　２時間）。

【テキスト・教材】

　　適宜提示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業への取り組み（50％）、定期試験（50％）で評価する。

　　取り組めていた点やつまずきがちだった点についてフィードバック

　　を行う。

【参考書】

　　社会心理学 (New Liberal Arts Selection) 有斐閣, 2010

　　英語で学ぶ社会心理学 (有斐閣ブックス) 　有斐閣，2017

　　よくわかる社会心理学 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)

　　　ミネルヴァ書房，2007

　　複雑さに挑む社会心理学　改訂版　有斐閣，2010

　
家族と生涯発達総論

　　

細江　容子

２年　後期　2単位　　

○：研鑽力、行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　本講では、社会の変容が人の一生と個人・家族のライフステージ

　　にどの様な変化や問題を引き起こすのかを概観する。その中で、課

　　題解決のために、どの様な個人・家族の共同・共働や福祉の問題が

　　生じ変化してきたかについて分析的に捉え、社会の変容と個人・家

　　族のライフステージの法則性について明らかにする。

　　　さらに今日、どのようにその課題を捉え、どのようにそれらに対

　　応していくか、受講生一人一人の問題意識を基に分析を試みる。ま

　　た、本講では、急速に変化し多様な様相を示すライフステージの歴

　　史的変遷、国内外における差異を多面的に分析することで、問題解

　　決に取り組む態度と受講生のエンパワーメント（empowerment）、

　　福祉（well-being）実現のための能力を養う。

　　　本講義では、専門的テーマで研究を重ねている外部講師を招くな

　　どして家族と生涯発達的視点での考察を深める。

【授業における到達目標】

　　・人の一生と個人・家族のライフステージににおける課題解決のた

　　　めに、どの様な個人・家族の共同・共働や福祉の問題が生じ変化

　　　してきたかについて理解する。

　　・社会の変容と個人・家族ライフステージの法則性について理解す

　　　る。

　　・受講生一人一人の問題意識を基に課題解決の方法を考える。

　　・それらの知識や技術に基づき、人の生活の営みと人間の生涯発達

　　　を総合的にとらえその生活課題について、理解・考察し、多様な

　　　人々と協働して、生活の向上を図る能力の養成を目的とする。

【授業の内容】

　　　第１回：授業の概要、進め方について

　　　第２回：社会の変化とライフステージを捉える視点

　　　第３回：社会の変化と個人・家族

　　　第４回：ライフステージとは

　　　第５回：日本におけるライフステージの時代的変遷

　　　第６回：個人・家族のライフステージと生活課題

　　　　　　（キャリア形成 との関係から　外部講師による講義等）

　　　第７回：新婚期のライフステージと生活課題

　　　第８回：育児期のライフステージと生活課題

　　　第９回：教育期のライフステージと生活課題

　　　第10回：子どもの独立期ライフステージと生活課題

　　　第11回：老後期のライフステージと生活課題

　　　第12回：フランスの女性のライフステージと生活課題と解決策

　　　第13回：他の国々の女性のライフステージと生活課題

　　　第14回：地域社会と個人・家族のつながりからみる課題解決策

　　　第15回：まとめ

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】配布資料等を基にレポート・発表等の課題に取り組　

　　　　　　　　むこと。（学修時間 週２時間）

　　【事後学修】講義や課題発表等の復習をすること。（学修時間　

　　　　　　　　週２時間）

【テキスト・教材】

　　　授業時に資料として配布する。家族と生涯発達総論に関する資料

　　・文献等を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　講義でのレポート、テーマに関する討議等での意見の発表・プレ

　　ゼンテーション等（50％）と期末試験（50％）の総合的判断によ

　　る。レポート、テーマに関する討議等での意見の発表・プレゼンテ

　　ーョン等（50％）に関してはそのつど全体における講評を行うな

　　ど、期末試験（50％）に関しては、個々への対応を行うなどしてい

　　る。

【参考書】
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　 　　適宜指示する。

【注意事項】

　　　教材としてプリントを配布する。発展的な学習のための文献等に

　　ついては授業のなかで説明する。外部講師の講義は調整により前後

　　に変更の場合もある。

　　

　
家族と生涯発達各論ａ(乳幼児・児童期)

　生涯発達と家族の役割

長崎　勤

２年　後期　2単位　　

◎：行動力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　多くの人々は家族という枠組を基盤にし、また家族との関係の中

　　で、生涯発達を過ごしてゆく。この授業では、生涯発達を家族と生

　　活の視点から考えていくこととする。

　　まず、家族と生活の中での発達をみてゆく。そして、障害のある子

　　どもの家庭や生活の中でのコミュニケーションや社会性の支援の方

　　法について、事例を通して学ぶ。またインクルーシブな保育や特別

　　支援教育と発達支援について学び、虐待や社会的養護の実態と、そ

　　の支援についても学ぶ。

　　これらを通して、生涯発達における生活と家族の役割について考え

　　ていきたい。

【授業における到達目標】

　　生涯発達における家族の役割が理解できる。

　　コミュニケーション発達支援の基本が理解できる。

　　学生が修得すべき「行動力」のうち、現状を把握し、課題を発見で

　　きる力を修得する。

【授業の内容】

　　１．はじめに　

　　２．家族と生活の中での発達：0歳

　　３．家族と生活の中での発達：1-2歳

　　４．家族と生活の中での発達：3-4歳

　　５．家族と生活の中での支援：コミュニケーション

　　６．家族と生活の中での支援：社会性

　　７．インクルーシブ保育と家族支援

　　８．特別支援教育と発達支援（１）通常学級での特別支援教育

　　９．特別支援教育と発達支援（２）通級指導教室、特別支援学級、

　　特別支援学校での教育

　　１０．子育て支援と虐待の予防、虐待を受けた子どもの発達支援

　　１１．社会的養護：児童養護施設と里親制度を中心に

　　１２．事例検討１：ダウン症児の乳児期から就労への生涯発達と支

　　援

　　１３．事例検討２：自閉症児の幼児期から大学生への生涯発達と支

　　援

　　１４．事例検討３：聴覚・視覚障害児の生涯発達と支援

　　１５．ふりかえり

　　

　　発達障害の家族支援をテーマに、外部講師を予定。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小テスト・レポート・発表等の課題に取り組むこと。

　　（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】発表・小テスト等を復習すること。次回の授業範囲を

　　予習し、専門用語等を理解しておくこと。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　その都度提示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験40%、平常点（授業への取り組み、授業内提出物、発言）40%、

　　　レポート20%。レポートについてのコメントを個別にまた授業に

　　おいて全体にフィードバックする。

【参考書】

　　柴崎政之、長崎　勤、本郷一夫編著　2004　障害児保育.　同文書

　　院.

　　長崎　勤、藤野博編著　2011　学童期の支援－特別支援教育をふま

　　えて－　　　臨床発達心理学・理論と実践④　ミネルヴァ書房.

【注意事項】

　　家族心理学も併せて受講のこと。
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家族社会学

　　

細江　容子

２年　前期　2単位　　

○：国際的視野、行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　家族に関するニュースや記事はその多くが、子どもの虐待、介護

　　疲れからの殺人など悲しい事件や、少子化や未婚化、離婚の増加

　　等、家族と日本社会の将来を危惧するものが多い。また、前世紀末

　　から今世紀初頭にかけて、世界を席巻した新自由主義を背景とした

　　「市場化」「競争化」は、われわれの社会に各種の格差をもたらし

　　ているといえ、新自由主義が家族に与えた影響も大きいといえる。

　　本講では、家族社会学の基礎（概念・視点・方法・研究の動向等)

　　を理解すると共に、これらを踏まえ、家族に関わる諸現象について

　　社会学的観点から分析・考察する。また、本講では、専門的テーマ

　　で研究を重ねている外部講師を招くなどして家族社会学的視点での

　　考察を深める。

　　

【授業における到達目標】

　　・家族社会学の基礎（概念・視点・方法・研究の動向等）を理解で

　　　できる。

　　・家族に関わる諸現象について社会学的観点から分析・考察するこ

　　　とができる。

　　・これらの知識や技術に基づき、人の生活の営みと人間の生涯発達

　　　を総合的にとらえその生活課題について、理解・考察し、多様な

　　　人々と協働して、生活の向上を図る能力の養成を目的とする。

【授業の内容】

　　　　第１週　ガイダンス

　　　　第２週　家族とは何か

　　　　　　　(１)集団としての家族とからネットワークしての家族へ

　　　　　　　　

　　　　第３週　家族とは何か

　　　　　　 （２)家族の持つ個人的機能と社会的機能

　　　　第４週　女は昔から主婦だったのか

　　　　第５週　家事と主婦はどの様に誕生したのか

　　　　第６週　子どもの誕生と母の誕生

　　　　第７週　子どもの数の変化と家族

　　　　第８週　サザエさんの懐かしさとは

　　　　第９週　近代家族の誕生とは

　　　　第10週　近代家族とフェミニズム（外部講師の講義等）

　　　　第11週　ニューファミリーの神話

　　　　第12週　三歳神話は本当か（外部講師の講義等）

　　　　第13週　個人を単位とする社会へ

　　　　第14週　経済のグローバル化と家族

　　　　第15週　総括

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】配布資料等を基にレポート・発表等の課題に取り組む

　　　　　　　　こと。（学修時間 週２時間）

　　【事後学修】講義や課題発表等の復習をすること。（学修時間　週

　　　　　　　　２時間）

【テキスト・教材】

　　　適宜文献リストプリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　レポートあるいは試験（50％）、平常点（必要に応じて義務付け

　　る授業に関する意見・質問を書いたフィードバックシートの提出、

　　授業態度）（50％）。レポートや試験、フィードバックシートに関

　　してはそのつど全体における講評を行うなどと同時に、個々への対

　　応も行うなどしている。

【参考書】

　　上野千鶴子編『主婦論争を読む』Ⅰ、Ⅱ（勁草書房）

　　山田昌弘著『少子社会日本 もうひとつの格差のゆくえ』（岩波新

　　　書）　　　

　　　千田有紀著『日本型近代家族』（勁草書房）

　　松田茂樹著『少子化論』（勁草書房）

　　落合恵美子著『21世紀家族へ家族の戦後体制の見かた・超えか

　　　た』（有斐閣選書）その他、参考図書については適宜紹介する。

【注意事項】

　　　受講者の人数や関心に合わせて、若干の変更・修正の可能性もあ

　　る。教材としてプリントを配布する。発展的な学習のための文献等

　　については授業の中で説明する。外部講師の講義は調整により前後

　　に変更の場合もある。
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家族心理学

　　

長崎　勤

２年　前期　2単位　　

◎：行動力　○：美の探究、研鑽力

【授業のテーマ】

　　家族の成立を生物学的、歴史的、社会学的に考えることから始め、

　　家族を相互に影響しあいながら変化しゆくコミュニケーション・シ

　　ステムとしてとらえ、家族も発達するという観点について考える。

　　そして、生涯発達の観点から、男女の出会いから、結婚、子育て、

　　児童期や青年期の子どものいる生活、また成人期や高齢期の家族の

　　心理の関係について考えてゆく。後半では、子どもと家族のコミュ

　　ニケーションの発達を通して、家族の成立の過程をみてゆく。子育

　　て支援や虐待や発達障害などの、臨床的問題についてその対処方法

　　も含めて考えてゆく。自分の家族や身近な知り合いの家族の分析や

　　エピソードを持ちよるディスカッションによる演習形式も取り入れ

　　るので、積極的な参加が望まれる。

【授業における到達目標】

　　・「家族とは何か」を考え、家族の諸問題について理解することが

　　できる。

　　・家族におけるコミュニケーション発達のプロセスが理解できる。

　　・発達支援における家族の役割が理解できる。

　　・学生が修得すべき「研鑽力」のうち、広い視野と深い洞察力を身

　　につけ、本質を見抜く力を修得する。

【授業の内容】

　　１．オリエンテーション　

　　２．家族とは何だろうか？

　　３．家族の起源と進化 ：家族システム論の観点から

　　４．家族の誕生：恋愛と配偶者選択から結婚へ

　　５．夫婦のコミュニケーションと心理

　　６．子どもと家族のコミュニケーション0歳

　　７．子どもと家族のコミュニケーション1歳-2歳

　　８．子どもと家族のコミュニケーション3歳-5歳

　　９．児童期の子どもの生活と家族の心理

　　１０．青年期・成人期の生活と家族の心理

　　１１．高齢期の家族の心理

　　１２．家族の危機：災害、離婚、ＤＶ、虐待

　　１３．発達障害と家族　

　　１４．家族と地域支援

　　１５．ふりかえり

　　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小テスト・レポート・発表等の課題に取り組むこと。

　　（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】発表・小テスト等を復習すること。次回の授業範囲を

　　予習し専門用語等を理解しておくこと。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　その都度提示

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験40%、平常点（授業への取り組み、授業内提出物、発表）40%、

　　　レポート20%

　　レポートについてのコメントを個別にまた授業において全体にフィ

　　ードバックする。

【参考書】

　　家族心理学―社会変動・発達・ジェンダーの視点　柏木 恵子

【注意事項】

　　「家族と生涯発達各論a」をあわせて受講することが望ましい。

　
健康科学論ａ（女性の体と心）

　　

塩川　宏郷

２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究

【授業のテーマ】

　　現代社会は男女平等参画社会を目指している。それに伴い女性の生

　　き方も多様化、個別化してきている。女性が生涯を通じて健やかに

　　また充実した生活を送るために、自分自身の体と心について知識を

　　持ち、家庭・仕事・社会との関わりの中で自分自身の健康を考える

　　ことは不可欠である。この授業では、女性のライフステージにおけ

　　る健康問題を取り上げ、今後の自身の健康と調和あるキャリアを築

　　くことを目的とし、産科・婦人科学の概要およびリプロダクティブ

　　ヘルス、思春期の心身の問題について重点的に講述、必要に応じて

　　演習形式での討論も行う。

【授業における到達目標】

　　学生が習得すべき「行動力」のうち、女性としてその生涯にわたる

　　体と心の変化、その変化に伴う変調を理解し、主体的にその変化に

　　取り組む力を身につける。「研鑽力」として、日常生活にあふれる

　　女性の健康に関する情報を科学的に吟味するリテラシーを身につけ

　　る。

【授業の内容】

　　第1週　イントロダクション

　　第2週　女性の身体構造と機能

　　第3週　女性の心とメンタルヘルス

　　第4週　女性のライフサイクル

　　第5週　ライフステージと健康（思春期）

　　第6週　ライフステージと健康（成熟期）

　　第7週　ライフステージと健康（更年期以降）

　　第8週　妊娠と出産

　　第9週　リプロダクティブヘルス

　　第10週　子育てと子育て支援

　　第11週　子ども虐待

　　第12週　摂食障害

　　第13週　女性に多い疾患1

　　第14週　女性に多い疾患2

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：前回授業の内容を復習し授業に臨む（学修時間　週2時

　　間）

　　事後学修：レポート、小テストなどの課題に取り組む（学修時間　

　　週2時間）

【テキスト・教材】

　　特に定めない。必要に応じ資料を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験70％、平常点（授業態度、小テスト、課題）30％

　　小テストや課題のフィードバックはmanabaを通じて行う。

【参考書】

　　「ウーマンズヘルス」　久米美代子、飯島治之編著　医歯薬出版

　　「女性の健康と働き方マニュアル」　水沼秀樹監修　サイカス　

【注意事項】

　　自分の健康状態、心の状態への気づきを持つこと。新聞やニュー

　　ス、インターネット情報について常に関心と疑問を持つこと。
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臨床心理学１

　　

五味　美奈子

２年　前期　2単位　　

◎：美の探究　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　臨床心理学の成り立ち、歴史、実践の領域と内容を学んだ上で臨床

　　心理学的支援を必要とする様々な心の問題・病気について学ぶこと

　　を目的とする。また、各発達段階における心の特徴と心の課題・問

　　題について臨床心理学的な視点から学ぶことも目的とする。

【授業における到達目標】

　　臨床心理学で取り扱う心の問題、病気を正しく理解することを通し

　　て自己理解、他者理解を深め、周囲の人と共同し、豊かな人間関係

　　を構築することができる。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス　臨床心理学とは何か（理論と方法）

　　第２週　臨床心理学の実践の領域と内容

　　第３週　臨床心理学の歴史（米国における創始・日本における臨床

　　　　　　心理学の歴史）

　　第４週　臨床心理学と主な心理学諸領域とのつながり

　　第５週　こころの問題・病気（１）不安障害

　　第６週　こころの問題・病気（２）統合失調症

　　第７週　こころの問題・病気（３）気分障害

　　第８週　こころの問題・病気（４）パーソナリティ障害

　　第９週　こころの問題・病気（５）物質関連障害

　　第10週　発達段階と心の課題・問題（１）乳幼児期

　　第11週　発達段階と心の課題・問題（２）学童期

　　第12週　発達段階と心の課題・問題（３）思春期・青年期

　　第13週　発達段階と心の課題・問題（４）成人期(外部講師を予定)

　　第14週　発達段階と心の課題・問題（５）老年期

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：授業開始時に前回の授業の振り返りを行うため、それま

　　でに前回授業箇所のテキスト・ノート・配布プリント等を一読して

　　おくこと（学修時間週２時間）。

　　事後学修：授業終了時に授業内容を振り返り考察、質問等をリアク

　　ションペーパーにまとめることを行う。他、授業で取り扱った内容

　　で深めたいことを各自調べる（学修時間週２時間）。

【テキスト・教材】

　　適宜、プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験（６０％）、平常点（授業への取り組み・提出物等）

　　（４０％）

　　

　　フィードバック　次回授業時に学生からのリアクションペーパーへ

　　の質問、感想、提出物に答える。

【参考書】

　　改訂版臨床心理学概説　馬場禮子著（財団法人放送大学教育振興

　　会）

　　これからの心理臨床　杉山崇・前田泰宏・坂本真士（ナカニシヤ出

　　版）

【注意事項】

　　外部から講師を招き講演を行うことを予定している（第13回）。

　
臨床心理学２

　　

五味　美奈子

２年　後期　2単位　　

◎：美の探究　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　臨床心理学的援助の実際、様々な心理療法、臨床心理アセスメント

　　等、心のケアの基本を学ぶことを目的とする。また、基本的な心理

　　検査と使い方について体験を通して理解することにより、理論と実

　　践を結びつける力を養う。

【授業における到達目標】

　　学生が修得すべき「研鑽力」のうち、学ぶ愉しみを知り、知を探究

　　し、学問を続けることを目標とする。学びを通して心の問題に対す

　　る様々な援助の方法を理解し、ひとりひとりに応じた援助の提供に

　　ついて探究し続ける力を修得する。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス　臨床心理学的援助とは

　　第２週　心理療法の実際（心理療法の構造等）

　　第３週　精神分析的心理療法

　　第４週　ユング派の心理療法

　　第５週　クライエント中心療法

　　第６週　行動療法

　　第７週　認知療法

　　第８週　遊戯療法

　　第９週　統合的心理療法

　　第10週　臨床心理アセスメント（１）アセスメント面接

　　第11週　臨床心理アセスメント（２）アセスメントのまとめ方・伝

　　え方

　　第12週　臨床心理アセスメント（３）知能検査・質問紙法・作業検

　　査法

　　第13週　臨床心理アセスメント（４）投映法（１）（ロールシャッ

　　ハ・TAT・SCT）

　　第14週　臨床心理アセスメント（５）投映法（２）（描画法など）

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：授業開始時に前回の授業内容の振り返りを行うため、そ

　　れまでに前回授業箇所のテキスト・ノート・配布プリント等を一読

　　しておくこと（学修時間週２時間）。

　　事後学修：授業終了時に授業内容の考察、質問等をリアクションペ

　　ーパーに記入し、関連文献等を用いて調べる（学修時間週２時間

　　）。

【テキスト・教材】

　　適宜、プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　成績評価の方法・基準　試験（６０％）、平常点（出席への取り組

　　み・提出物等）

　　（４０％）

　　フィードバック　次回授業時に学生からのリアクションペーパーへ

　　の質問に答える。

【参考書】

　　改訂版臨床心理学概説　馬場禮子著（財団法人放送大学教育振興会

　　）

　　これからの心理臨床　杉山崇・前田泰宏・坂本真士（ナカニシヤ出

　　版）

【注意事項】

　　外部講師による講演を予定している（第13回）。
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児童家庭福祉論

　　

大澤　朋子

２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　児童家庭福祉は、すべての子どもが、安全な環境で安心して生きて

　　いける社会を作るためにある。子どもはひとりで生きているのでは

　　なく、家族や社会に護られて生きている。しかしただ保護の対象で

　　あるだけでなく、権利の主体でもある。しかしながら、現実には子

　　どもの権利を侵害し、安心安全な生活を阻害する様々な問題が生じ

　　ている。児童家庭福祉論では、子どもと家族をとりまく多様な問題

　　を取り上げながら、児童家庭福祉が必要な背景、制度、社会資源、

　　教育相談などについて学ぶ。

【授業における到達目標】

　　子どもと家族をとりまく現状を理解し、児童家庭福祉の制度、社会

　　資源、教育相談等に関する基礎的な知識を修得する。

　　学生が修得すべき「研鑽力」のうち、③広い視野と深い洞察力を身

　　につけ、本質を見抜く力、および「行動力」のうち、①現状を正し

　　く把握し、課題を発見する力を修得する。

【授業の内容】

　　（１）オリエンテーション・児童家庭福祉の理念と概念

　　（２）家庭をとりまく状況

　　（３）児童家庭福祉の歴史

　　（４）児童虐待と社会的養護

　　（５）児童福祉施設の役割と機能

　　（６）保育問題と保育サービス

　　（７）子育て支援と保育相談支援・教育相談

　　（８）児童家庭福祉の法制度と行政のしくみ

　　（９）児童家庭福祉の財政と実施機関

　　（10）児童家庭福祉と教育相談の専門職（外部講師）

　　（11）健全育成サービスと母子保健サービス

　　（12）特別な支援を必要とする子ども①障害児福祉サービス

　　（13）特別な支援を必要とする子ども②非行少年への対応

　　（14）児童家庭福祉分野のソーシャルワーク、カウンセリングとネ

　　ットワーク

　　（15）世界の児童家庭福祉・まとめ

【事前・事後学修】

　　事前：各回のトピックに合わせた新聞記事等の情報収集、レポート

　　課題等に取り組む（学修時間週2時間）

　　事後：講義ノートの整理、復習を行う（学修時間週2時間）

【テキスト・教材】

　　福田公教・山縣文治編「新プリマーズ／保育／福祉　児童科低福祉

　　（第5版）」ミネルヴァ書房2017年　1800円（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的参加）20％、中間レポート20％　試験60%

　　最終回で試験とレポートのフィードバックを行う。

　
保育・教育指導の実際

　　

井口　眞美・大澤　朋子・山下　晶子・渡辺　敏

２年　通年　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　保育者・教師としての基礎を培い、3、4年次に行われる保育実習

　　（保育所・児童福祉施設）および教育実習、介護等体験に備えると

　　ともに、さまざまな経験を積みながら幅広い実践力を身につける。

　　　保育所や幼稚園、小学校での見学観察実習を行い、子どもの発達

　　や学びの実際を理解し、保育・教育の場の機能や役割について現実

　　的な認識を深めたり、先輩の実習報告や外部講師の講話を聞いたり

　　して見聞を広める。また地域の子育て支援行事「手をつなごう　こ

　　どもまつり」への参加を通して、行事等の企画・運営の体験をする

　　と同時に、子どもをめぐる地域活動の意義や取り組みの実際を理解

　　する。

【授業における到達目標】

　　・保育所、幼稚園、小学校の見学観察実習を通して、子どもの発達

　　　や保育者・教師の役割を理解する。また、実際に子どもに関わる

　　　経験を通して、保育・教育技術を身につける。【研鑽力】

　　・日野市の「手をつなごう・子どもまつり」の準備、参加を行うこ

　　　とを通して、仲間と協力して作業を行い、自らの役割を果たす。

　　　また、行事への参加を通して、地域における子育て支援の在り方

　　　を学ぶ。【協働力】

　　・3、4年次の実習に向け自己課題を見つけ、保育・教育の実際につ

　　　いての理解を深める。【行動力】

【授業の内容】

　　＜前期＞第１週　2年次実習ガイダンス

　　　　　　第２週　礼法の学習＜外部講師による指導（日程未定）＞

　　　　　　第３週　保育所・小学校の一日

　　　　　　第４週　保育所・小学校観察の事前指導①（手続き）

　　　　　　第５週　保育所・小学校観察の事前指導②（観察の視点）

　　　　　　第６週　保育所・小学校観察の事前指導③（日誌の書式）

　　　　　　第７週　保育所・小学校観察実習

　　　　　　　　　　　＜学外実習（日程未定）＞

　　　　　　第８週　実習事後指導①（お礼状作成、ふり返りの発表）

　　　　　　第９週　実習事後指導②（日誌の記録）

　　　　　　第10週　実習事後指導③（事例と考察）

　　　　　　第11週　児童福祉施設・介護等体験について（概要）

　　　　　　第12週　福祉施設ボランティアについて（心得等）

　　　　　　第13週　夏休み課題について

　　　　　　第14週　保育・教育の現状①

　　　　　　　　　　　（保育所の実態・教科教育の実際）

　　　　　　第15週　保育・教育の現状②

　　　　　　　　　　　（待機児童問題・子どもの問題行動）

　　　　　　

　　＜後期＞第１週　地域の子育て支援＜外部講師による指導＞

　　　　　　第２週　こどもまつりの概要

　　　　　　第３週　こどもまつり準備

　　　　　　第４週　こどもまつり参加＜学外実習（日程未定）＞

　　　　　　第５週　こどもまつりのふり返り

　　　　　　第６週　実習事前指導①（手続き）

　　　　　　第７週　実習事前指導②（夏休み課題の発表）

　　　　　　第８週　実習事前指導③（日誌の書き方）

　　　　　　第９週　幼稚園観察実習＜学外実習（日程未定）＞

　　　　　　第10週　実習事後指導①（実習のふり返り）

　　　　　　第11週　実習事後指導②（指導案の作成）

　　　　　　第12週　保育所・幼稚園実習開拓について

　　　　　　第13週　施設実習・介護等体験について

　　　　　　　　　　　（種別ごとの学習内容）

　　　　　　第14週　施設実習・介護等体験の心得

　　　　　　第15週　施設実習・介護等体験で身につけておくこと

【事前・事後学修】
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　 　　【事前学修】

　　　観察実習、こどもまつりへの参加、外部講師による指導等で出　

　　　された課題は（基本的に）次週までに提出すること。日頃からボ

　　　ランティア活動にも自主的に取り組むこと。（週1時間）

　　【事後学修】

　　　施設ボランティアの課題、夏休み課題については早めに実施　　

　　　し、期日までに必ず提出すること。（週1時間）

【テキスト・教材】

　　『幼保連携型認定こども園保育・教育要領　幼稚園教育要領　保育

　　所保育指針』内閣府・文部科学省・厚生労働省　チャイルド社　

　　2017年（540円）

　　『小学校学習指導要領』文部科学省　2017年（詳細は授業時に指示

　　する）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　受講態度（授業への取り組み方等）30％、授業内課題40％、実習30

　　％

　　実習内容の発表や課題の提出の機会には、指導教員からのコメント

　　をつけ、学修のフィードバックを行う。

【参考書】

　　『介護等体験ガイドブック　フィリア』全国特別支援学校長会編　

　　ジアース教育新社　2014年（933円＋税）

　　『よくわかる社会福祉施設』全国社会福祉協議会編　全国社会福祉

　　協議会　2015年（600円＋税）

【注意事項】

　　・実習関連科目であるため、実践的な内容が中心となる。こどもま

　　　つりや観察実習、ボランティア等にも意欲的に参加すること。

　　・外部講師による指導や観察実習については、先方の都合により日

　　　程が変更になる可能性がある。

　　・幼保コースと幼小コースが合同で学習する日もある。担当教員に

　　　日程や教室を確認して受講すること。

　
保育学演習

　　

松田　純子

２年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　「保育」とは、幼い子どもの生命を保護する養護（care）的側面

　　と、心身の健全な成長・発達を促す教育（education）的側面とを

　　併せ持つ営みである。その意味では「子育て」も広義の「保育」と

　　捉えることができるだろう。しかし、家庭や地域での「子育て」が

　　経験的で無意図的に行われる場合が多いのに対して、保育施設では

　　専門の保育者によって意図的・計画的に保育が行われている。子育

　　てを社会全体で支援しようという「子ども・子育て支援新制度」時

　　代を迎え、保育の場（保育施設等）における保育の専門家による子

　　育て支援は、今後ますます重要性を増すと考えられる。

　　　本授業では、さまざまな子育て支援の在り方を国内外の例に学び

　　ながら、地域での実地見学の体験も交え、改めて保育者の専門性を

　　基盤とする子育て支援について考察する。

　　

【授業における到達目標】

　　・保育者の専門性への理解を深める。

　　・多様な子育て支援の在り方について理解する。

　　・子育て支援の現状と課題について理解し、広い視野で多面的に

　　　考え、本質を見抜くことができるようになる。

　　・保育の専門性を基盤とした子育て支援についての理解を深め、

　　　改めて保育者の役割と責任について自覚を持ち、自らの人間性

　　　を高めようとする態度を身につける。

　　

【授業の内容】

　　第1週　ガイダンス（授業の概要と進め方）

　　第2週　「子育て」と「保育」

　　第3週　日本の保育と子育て支援

　　第4週　デンマークの保育と子育て支援

　　第5週　スウェーデンの保育と子育て支援

　　第6週　フランスの保育と子育て支援

　　第7週　ニュージランドの保育と子育て支援

　　第8週　カナダの保育と子育て支援

　　第9週　アメリカの保育と子育て支援

　　第10週　実地見学事前指導

　　第11週　実地見学（地域の子育て支援の場）

　　第12週　実地見学振り返り①グループ討議

　　第13週　実地見学振り返り②発表

　　第14週　子育て支援と保育の専門性

　　第15週　総括

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　・次回の授業内容について、資料を読み、疑問点をまとめておく

　　　こと。発表担当者は、レジュメを準備する。（学修時間 週２

　　　時間、発表準備５時間）

　　【事後学修】

　　・授業内容について、ノート・資料をもとに復習し、理解を確実

　　　にしておくこと。（学修時間 週１時間）

　　

【テキスト・教材】

　　・プリントを使用する。

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・レポート 30％、平常点（授業への積極参加・課題提出）40％、

　　　実地見学報告 30％

　　・レポート、課題の評価のフィードバックは、授業評価のコメント

　　　にて行う。
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　 【参考書】

　　・汐見稔幸編著

　　　『世界に学ぼう！子育て支援ーデンマーク・スウェーデン・

　　　　フランス・ニュージーランド・カナダ・アメリカに見る

　　　　子育て環境』（フレーベル館 2003年）1,800円

　　・子育て支援者コンピテンシー研究会編著

　　　『育つ・つながる子育て支援ー具体的な技術・態度を身に

　　　　つける32のリスト』（チャイルド社 2009年）1,800円

　　・『発達』第140号［子育て支援のこれから］（ミネルヴァ

　　　　書房 2014年10月25日）1,500円

　　

【注意事項】

　　・実地見学日は、見学先の都合により変更になる場合がある。

　　

　
社会的養護

　　

高橋　誠一郎

２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　　子どもは、家庭で愛情に包まれて育てられるのが望ましいが、

　　いつの時代も家庭の事情により家族と生活できない子どもたちがい

　　る。この授業では、家庭以外による社会の責任としての養育、すな

　　わち「社会的養育」について学ぶ。特に児童養護施設をはじめとす

　　る児童福祉施設について、歴史や制度、課題、また児童を取り巻く

　　福祉ニーズなどについて理解を深めることを期待する。現在、制度

　　が大きく変わりゆく中で、児童福祉施設における養育の実際を知

　　り、児童福祉施設における生活の中での保育士の役割や支援につい

　　て学びを深める。

【授業における到達目標】

　　社会的養護の授業で扱う社会問題等に理解を深め、学生が修得すべ

　　き「行動力」のうち、現状を正しく把握し、課題を発見できるよう

　　になる。

　　貧困や虐待など子どもを取り巻く問題に向き合うことで、「研鑽力

　　」のうち、広い視野と深い洞察力を身につけ、本質を見抜くことが

　　できるようになる。

【授業の内容】

　　第１週　授業概要、自己紹介

　　第２週　保育における社会的養護

　　第３週　児童家庭福祉と社会的養護の関係性

　　第４週　児童の権利擁護と社会的養護

　　第５週　社会的養護の制度と法体系

　　第６週　社会的養護の仕組みと実施体制

　　第７週　家庭養護と施設養護、中間まとめ

　　第８週　施設見学（予定）

　　第９週　社会的養護の専門職

　　第10週　施設養護の実際

　　第11週　施設養護とソーシャルワーク

　　第12週　生活単位の小規模化とケア体制

　　第13週　社会的養護の担い手のケアの必要性

　　第14週　社会的養護の展望

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の範囲のテキストを読み、専門用語等を調べて

　　おく。レポート・発表等の課題の準備。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】毎回フィードバックシートにまとめ翌週に提出。発表

　　・小テスト等の復習。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　新保育士養成講座編集委員会 編

　　「新保育士養成講座　第５巻　社会的養護」改訂版

　　（全国社会福祉協議会出版部）2018年3月刊行

　　予価1,900円（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　毎回の提出物３０％、中間のレポート２０％、

　　授業中レポート５０％

　　毎回の提出物と中間のレポートについては、次回授業時に、授業中

　　レポートについては授業最終回でフィードバックを行う。

【参考書】

　　『子どもの福祉とこころ』（新曜社）

　　『この子を受けとめて、育むために　育てる・育ちあういとなみ』

　　（全国児童養護施設協議会）
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保育方法論

　　

松田　純子

２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　　幼稚園や保育園、幼保連携型認定こども園等の保育の現場では、

　　日々さまざまな保育が展開されている。わが国では、国の基準とし

　　て幼稚園教育要領や保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育

　　・保育要領等で保育の内容や方法を規定しているが、保育の方法に

　　関しては基本原則が示されているだけで、実際の保育方法について

　　はそれぞれの園に委ねられている。

　　　本授業では、さまざまな保育現場の実践を視野に入れ、具体的な

　　事例を取り上げながら、乳幼児期にふさわしい生活を展開していく

　　ための適切な保育方法の在り方について考察する。

　　

【授業における到達目標】

　　・乳幼児期にふさわしい保育方法への理解を深める。

　　・子どもの視点から保育を構想する力の基礎を身につける。

　　・修得すべき「研鑽力」の内、広い視野と深い洞察力を身につけ、

　　　本質を見抜くことができるようになる。

　　・修得すべき「行動力」の内、現状を正しく把握し、課題を発見

　　　できるようになる。

【授業の内容】

　　第１週　保育方法とは

　　第２週　子ども理解とその方法

　　第３週　環境構成と保育の展開

　　第４週　遊びを通しての総合的指導

　　第５週　生活の指導と行事

　　第６週　個と集団を生かした保育

　　第７週　さまざまな保育形態

　　第８週　発達の時期に応じた保育方法（0・1・2歳児）

　　第９週　発達の時期に応じた保育方法（3・4・5歳児）

　　第10週　保育の計画・実践・評価

　　第11週　家庭・地域との連携と子育て支援

　　第12週　小学校との連携

　　第13週　配慮を必要とする子どもへの保育

　　第14週　保育における情報機器及び教材

　　第15週　総括

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の授業範囲のテキスト・資料を読み、専門用語等

　　　を調べておくこと。（学修時間 週２時間）

　　【事後学修】授業内容について、ノート・テキスト・資料をもとに

　　　復習し、まとめておくこと。（学修時間 週２時間）

【テキスト・教材】

　　・大豆生田啓友・渡辺英則・森上史朗 編『保育方法・指導法』　

　　（ミネルヴァ書房 2014年）2,200円

　　・適宜資料プリントを配付する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・試験 60％、平常点（授業への積極参加・授業内課題）40％

　　・試験結果のフィードバックは、授業評価へのコメントにて行う。

【参考書】

　　・適宜参考書を紹介する。

　
道徳の指導法

　小学校道徳の教材研究と指導法

渡辺　敏

２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　道徳教育の現状と問題点を理解する。学習指導要領解説に示されて

　　いる小学校道徳の目標と各学年の指導内容を理解すると共に、内容

　　構成の4つの視点からの授業作りについて理解する。6年間の児童の

　　道徳性の発達段階を理解し、それぞれの学年での授業について考え

　　る。また、小学校での道徳の授業を参観し、授業の進め方を学ぶ。

　　このほかにユニセフハウスを見学し、世界の子供の人権について学

　　ぶ。これらの理解の上で学習指導案を作成し模擬授業を行う。模擬

　　授業とその話し合いを通して教師になるための実践力を高める。

　　

　　

【授業における到達目標】

　　日本の道徳教育の特徴を歴史的な観点から学ぶことで「国際的視野

　　」を培います。また、道徳的な内容である日本の伝統文化や自然に

　　ついて考えることで「美の探求」の態度を培います。実際に教材研

　　究を行い、指導案を作成し、模擬授業を行い、その内容について協

　　働で話し合うことで「研磨力」、「行動力」、「協働力」を身に付

　　けます。

【授業の内容】

　　第１週　道徳教育の現状と問題点について

　　第２週　道徳の学習の教材開発について

　　第３週　モラルジレンマを扱った道徳の授業について

　　第４週　ユニセフハウスの見学

　　第５週　ユニセフハウスで学んだことを話し合う

　　第６週　小学校の道徳の授業参観

　　第７週　授業参観で学んだことを話し合う

　　第８週　道徳の指導案の書き方　

　　第９週　道徳の指導案検討

　　第10週　模擬授業とその話し合い（1回目）

　　第11週　模擬授業とその話し合い（2回目）

　　第12週　模擬授業とその話し合い（3回目）

　　第13週　模擬授業とその話し合い（4回目）

　　第14週　参考図書のレポートの内容について検討する

　　第15週　これまでの学びを振り返る（テスト）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】学習指導要領解説の小テストを行うので、予習を行う

　　こと。また、授業の中で指定する書籍を読んで自分の道徳観を引用

　　し課題レポートを書くこと。レポートに書いた内容を何度も読み直

　　し、自分が伝えたいことが文章に表わされているかを事前に推敲し

　　提出すること。（学修時間　週2時間）

　　【事後学修】添削されたレポートを修正し書き直すこと。採点され

　　たテスト直しを行い再提出すること。（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　文部科学省『小学校学習指導要領解説　道徳編』（東洋館出版　

　　2018年刊行予定）

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　指導案作成30％、課題レポート30％、グループワー

　　ク20％、テスト20％等により評価する。課題レポートについてはコ

　　メントを入れてフィードバックします。

【参考書】

　　講義の中で紹介する。

【注意事項】

　　自分が大事にしている道徳的な価値観について考える態度を持って

　　講義にのぞむこと。
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特別活動の指導法

　小学校「特別活動」の目標・学習活動内容理解と授業づくり

南雲　成二

２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　　本授業では、特別活動の成立と発展等の史的変遷、そして特別活

　　動の学習指導要領における指導内容の構成、それを踏まえて特別活

　　動の学習指導案の作成の方途とその実践の具体的な手順や方法につ

　　いて理解することを目標とする。

　　　授業内容としては、まず、特別活動の成立と発展、特別活動の目

　　標や内容、特別活動の指導法等について確認する。そして、それら

　　を基に特別活動の学習指導案を作成したり、発問計画や板書計画を

　　作成したりして授業を設計し、それを基に模擬授業を試みる。模擬

　　授業における授業記録を基に授業設計や授業実践を振り返り、教員

　　としての実践的指導力の基礎について分析し、考察を加える。

【授業における到達目標】

　　　到達目標①小学校教育における「特別活動」の目的と内容、その

　　歴史と学習領域を理解することができる。②「特別活動」と学級・

　　学年経営の関わりを理解し、「児童教育法」の実践演習と連動しな

　　がら「学級（含学年）経営案」をデザインすることができるように

　　なる。③学級活動（1＆2）、児童会活動、クラブ活動、学校行事の

　　授業実践をイメージし、「学習指導案」を作成し模擬授業を展開す

　　ることができるようになる。併せて学生が修得すべき「美の探求」

　　③優しさと強さを兼ね備え、倫理観を持って陶冶しようとする態度

　　（＝教師の主体性として、人間学習の根幹として、特別活動で育む

　　人間力の本質として）を修得する（深める）。

【授業の内容】

　　第１回　特別活動とは何か。特別活動の成立と発展　①昭和22年、

　　　　　　26年、33年、43年、52年を中心に。

　　第２回　特別活動の成立と発展②平成元年、10年、20年、29年。

　　　　　　教育課程と特別活動、学級学年経営・学校経営と特別　

　　　　　　活動について。

　　第３回　特別活動の内容構成と実践①：平成20年改定習指導要領に

　　　　　　おける「特別活動の目標と基本的な役割」について。

　　第４回　特別活動の内容構成と実践②〈学級活動、クラブ活動、児

　　　　　　童会活動、学校行事〉で構成されるカリキュラム内容。

　　第５回　特別活動の授業創造と評価・改善について。

　　第６回　学校経営と特別活動、学年・学級経営と特別活動の実際。

　　　　　　（出身小学校の特別活動をレポートすることを通して）

　　第７回　保幼小、小中連携と特別活動。低・中・高各学年の課題。

　　第８回　特別活動の指導（学習指導案の形式と構成内容の理解）。

　　　　　　本時展開例の分析と学習展開における「主な活動と教師の

　　　　　　支援」のおさえ。

　　第９回：模擬授業の準備①　学習指導案の作成と協議

　　第10回：模擬授業の準備②　「発問・板書計画と話し合い活動」を

　　　　　　中心に、１時間の学習内容とその構成の適否を検討。

　　第11回：模擬授業の実施に当たって留意点の確認と役割分担。（授

　　　　　　業記録のとり方、授業研究観点の明確化等）

　　第12回　第１回模擬授業（授業記録をとる。授業分析①）

　　第13回：第２回模擬授業（授業記録をとる。授業分析②）

　　第14回：授業記録を基に特別活動模擬授業における学習指導を振り

　　　　　　返り、成果と課題（問題点も含め）を分析、考察する。

　　第15回：授業のまとめ、ポートフォリオの作成

【事前・事後学修】

　　【事前学修】レポート・発表等の課題に取り組むこと。資料は次回

　　の授業までに読み進め要点・論点整理を行う。課題レポートは随時

　　「手作り教材化」し、互いに共有。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】発表内容・レポート等は、「特活授業づくりの要点」

　　としてポートフォーリオ化し、積み上げる。次回の授業範囲を予習

　　し実践課題を明確にすること。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　・文部科学省『小学校学習指導要領』（2008年版と2017年版）『指

　　　導要領解説　特別活動編』（新版が刊行されるまで2009.8版活用）

　　・文科省『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資

　　料ー小学校特別活動ー』（教育出版2011.8　265円＋税）

　　その他：文科省『月刊初等教育資料』文部科学省教育課程課・幼児

　　　　　　　教育課編（基本各月500円＋税）

　　※学習指導要領移行期間の為、教材・テキストについての詳細は授

　　業時に説明・指示します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的な参加及び発表・交流学習への参加態度）

　　40％、課題レポート（指導案、授業記録等）30%、模擬授業・ポー

　　トフォーリオ30％により総合的に評価する。実施した小テストは次

　　回授業、課題レポートやポートフォーリオは、まとめの授業や最終

　　授業で解説し、フィードバックを行う。

【参考書】

　　本学生活文化学科幼児保育専攻幼小コースⅠ期生～Ⅵ期生（先輩方

　　が残してくれた貴重な学習財産）の教育実習実践記録やレポート、

　　卒業論文、「特別活動指導案集」等を積極的に活用し、研鑽を深め

　　る。

【注意事項】

　　授業研究会の参観体験や、小学校の先生方が手作りした「特別活動

　　学習指導案」は、大切な教材・参考書として蓄積していきます。
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保育内容ａ（総論）

　　

井口　眞美

２年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　ここでは、下記の4点をテーマに授業を進める。

　　１．保育所・幼稚園の実際に関心をもち、発達・生活についての専

　　　　門的知識を身につける。

　　２．保育所保育指針・幼稚園教育要領における保育の目標、子ども

　　　　の発達、保育内容の基本を学ぶ。

　　３．保育内容と保育計画の基本を学び、保育者の役割や現代の保育

　　　　課題を学ぶ。

　　４．保育の多様な展開について関心をもち、学ぶ。

　　

　　　授業では、保育所保育指針・幼稚園教育要領に基づき保育内容に

　　関する基本的理解がすすめられるよう、DVD視聴等、具体的な実例

　　をもとに解説する。また、課題レポートやリアクションペーパーを

　　作成し、受講生が自分の意見を記述する機会を大切にしたい。

【授業における到達目標】

　　・保育所・幼稚園の実際に関心をもち、発達・生活についての専門

　　　的知識を身につける。

　　・保育所保育指針・幼稚園教育要領における保育の目標、子どもの

　　　発達、保育内容の基本を学ぶ。

　　・保育内容と保育計画の基本を正しく把握し、保育者の役割や現代

　　　の保育課題を発見し考察する「研鑽力」を身につける。

　　・保育の多様な展開について関心をもち、広い視野と洞察力をもっ

　　　て学習を深めると共に、保育者に求められる「行動力」「協働　

　　　力」を身につける。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション（幼稚園、保育所の保育とは）

　　第２週　幼稚園の保育内容（遊びを中心とした保育）

　　第３週　保育所保育指針・幼稚園教育要領

　　第４週　子どもの発達

　　第５週　基本的生活習慣について

　　第６週　保育・教育課程の作成①（短期指導計画）

　　第７週　保育・教育課程の作成②（長期指導計画、教育課程）

　　第８週　特色ある保育内容①（豊かな環境の下での保育）

　　第９週　特色ある保育内容②（個の思いを大切にした保育）

　　第10週　特色ある保育内容③（自然体験を重視した保育）

　　第11週　保育の現代的課題①（幼小の接続）

　　第12週　保育の現代的課題②（保育施設の運営）

　　第13週　保育の現代的課題③（地域、保護者との連携）

　　第14週　これからの保育に求められるもの

　　第15週　まとめ（保育内容の総合性とは）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】保育に関する文献を読んだ上で、保育現場に足を運

　　び、レポートや課題の作成を行うこと。（学修時間　週1時間）

　　【事後学修】配布されたプリントは、翌週までに読み、復習をして

　　おくこと。（学修時間　週1時間）

【テキスト・教材】

　　『幼保連携型認定こども園保育・教育要領 幼稚園教育要領 保育所

　　保育指針』内閣府・文部科学省・厚生労働省 チャイルド社 2017年

　　（540円）

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業態度（授業への取り組み方等）50％、提出物（レポートや課

　　題）　50％

　　学修内容の振り返りレポート等を返却し、フィードバックを行う。

【参考書】

　　『事例で学ぶ保育内容　環境』無藤隆監修　萌文書林　2018年　

　　（2100円）

【注意事項】

　　　意欲的に授業に参加し、保育に対する自分の見解を記述や口頭で発

　　表できるようになってほしい。なお、受講生の実態やニーズに即し

　　て履修内容を若干変更することがある。
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保育内容ｂ（健康）

　　

森田　陽子

２年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　子どもと保育者が未来をつくっていくー「健康」とは「生きる力」

　　の源であり、未来をつくる原動力である。

　　幼稚園教育要領や保育所保育指針、幼保連携型認定子ども園教育・

　　保育要領「健康」領域に対する理解を深める。

【授業における到達目標】

　　健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養うこ

　　とについて学習する。

　　この領域のねらいである（1）明るく伸び伸びと行動し、充実感を

　　味わう（2）自分の体を十分に動かし、進んで行動しようとする（

　　３）健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付けるを具体的に

　　学習する。

　　乳幼児の発達過程を即して理解し、総合的に援助する力を培う。ま

　　た、併せて「協働力」を習得することで保育者としての学びに繋げ

　　る。

【授業の内容】

　　第１回近年の子どもたちの状況

　　第２回幼稚園教育要領・保育所保育指針「健康」の意味

　　第３回保育士等や友達と触れ合い、安心感を持って生活するとは

　　第４回いろいろな遊びの中で、十分に体を動かすとは（１）

　　第５回いろいろな遊びの中で、十分に体を動かすとは（２）

　　第６回いろいろな遊びの中で、十分に体を動かすとは（３）

　　第７回進んで戸外で遊ぶ・自然で遊ぶとは

　　第８回様々な活動に親しみ、楽しんで取り組むとは

　　第９回健康な生活リズムを身に付け、楽しんで食事をするとは

　　第10回身の回りを清潔にし、衣服の着脱、排泄などの生活に必要な

　　活動を自分でするとは

　　第11回幼稚園や保育所における生活の仕方を知り、自分たちで生活

　　の場を整えながら見通しを持って行動するとは

　　第12回自分の健康に関心を持ち、病気の予防などに必要な活動を進

　　んで行うとは

　　第13回危険な場所や災害時などの行動の仕方が分かり、安全に気を

　　つけて行動するとは（１）

　　第14回危険な場所や災害時などの行動の仕方が分かり、安全に気を

　　つけて行動するとは（２）

　　第15回家庭との連携、保護者理解と支援とは

【事前・事後学修】

　　事前学修

　　「健康」の指導ができるよう、自らの心と体の健康管理はもちろ

　　ん、基本的な生活習慣を身に付ける。次の時間の予習をする。（学

　　修時間　週2時間）

　　事後学修

　　テキストや配布した資料を、将来活用しやすいようにファイルする

　　こと。授業での学びをレポートにする。（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　「幼稚園教諭・保育士を目指す　保育内容「健康」」圭文社，

　　2013.2　￥2,700(税込)をテキストとして使用する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業内レポート50％、課題レポート50％。授業内レポートについて

　　は、毎回実施し、次の授業にてフィードバックを行う。

【参考書】

　　「幼稚園教育要領解説」文部科学省、「保育所保育指針」厚生労働

　　省を参考書として使用する。

　
保育内容ｃ（人間関係）

　　

井上　宏子

２年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　この科目は、幼稚園教諭免許と保育士資格の取得のための必修科目

　　です。「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」の中の領域「人間関

　　係」の指導・援助方法について学びます。保育所保育指針・幼稚園

　　教育要領の領域「人間関係」のねらいと内容を理解し、乳幼児期の

　　人間関係の発達の特質をふまえ、保育における人とのかかわりを育

　　むための保育者の援助のあり方を、具体的な事例を通して学びま

　　す。

【授業における到達目標】

　　○領域「人間関係」のねらいと内容及び乳幼児期の人間関係の発達

　　を理解し、さまざまな場面における子どもの人間関係、人とのかか

　　わりを援助する保育者の役割について修得する。

　　〇学生が修得すべき「行動力」のうち、現状を正しく把握し、課題

　　を発見する力を修得する。

【授業の内容】

　　第一週　幼児教育の特質、保育所保育指針・幼稚園教育要領におけ

　　る５領域

　　第二週 　領域「人間関係」のねらい、内容、内容の取扱い

　　第三週　 乳児期の発達と人間関係

　　第四週　 幼児期の発達と人間関係（幼児期前半）

　　第五週　 幼児期の発達と人間関係（幼児期後半）

　　第六週　 個と集団の育ち　

　　第七週　 遊びの中で育まれる人と関わる力

　　第八週　 ごっこ遊びとは（事例検討）

　　第九週　 ごっこ遊びの中の役割分担（事例検討）

　　第十週　 ごっこ遊びをしてみよう（ロールプレイ）

　　第十一週 子ども同士のいざこざとその援助（事例検討）

　　第十二週 協同する姿を育む保育者の役割（事例検討）

　　第十三週 人との関わりが生まれやすい保育環境

　　第十四週 人と関わる力を育む保育者の働きかけ

　　第十五週 まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前準備】事前には配布されたプリントを読み、自分なりの考え

　　をもって授業に参加する。発表する場合は、その準備をしておく。

　　（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】事例を通して学んだときは、子ども同士のかかわりや

　　保育者の援助についてどのように受け止めたか、また、自分が保育

　　者の立場だったらどう援助するかなどについて考えをまとめてお

　　く。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　テキストについては検討中

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業及び発表態度（２０％）、レポート課題・提出物（４０％）、

　　小テスト（４０％）、小テスト及びレポート課題については、次回

　　授業で解説しフィードバックする。

【参考書】

　　【教科書】幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定子ど

　　も園教育・保育要領

　　【推薦書】【参考図書】授業の中で、図書の紹介や資料の配布を行

　　います。
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保育内容ｄ（ことば）

　　

松田　純子

２年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育

　　・保育要領に示される五領域の中の“言葉の獲得に関する領域”「

　　言葉」の内容・方法について、保育の実践に即して学ぶ。

　　　子どもの言葉は、保育者（養育者）や仲間との豊かな心の通じ合

　　いを通して育まれるものである。また領域「言葉」は、子どもの生

　　活や遊びの中で他の領域とも密接に関連している。乳幼児期の言葉

　　の習得や発達に関する理論を知り、保育者として日々子どもと生活

　　を共にする中で、言葉を育てる機会や素材を見つけ、それを保育の

　　実践へと結びつけていく力や、言葉に対する感性を身につけたい。

　　

【授業における到達目標】

　　・乳幼児期の言葉の習得や発達を理解する。

　　・領域「言葉」のねらい及び内容について理解する。

　　・言葉を育む児童文化財の特質を知り、活用のための知識と技能

　　　を身につける。

　　・子どもを取り巻く言語環境に関心をもち、課題を発見したり、

　　　質を見極められるようになる。

　　・言葉を育む保育者の役割や専門性について理解し、他者と協働

　　　する力を身につける。

　　

【授業の内容】

　　１．言葉とは何か

　　２．領域「言葉」のねらいと内容

　　３．子どもの発達と言葉の獲得（1）乳児期・幼児期前期

　　４．子どもの発達と言葉の獲得（2）幼児期後期

　　５．言葉の発達と環境

　　６．保育者の役割と援助（1）乳児期・幼児期前期

　　７．保育者の役割と援助（2）幼児期後期

　　８．言葉に表れる問題の理解

　　９．保育者の言葉

　　10．言葉を育てる児童文化財（1）お話・絵本・紙芝居

　　11．言葉を育てる児童文化財（2）言葉遊び

　　12．言葉を育てる児童文化財（3）劇遊び

　　13．領域「言葉」と指導計画

　　14．領域「言葉」と国語教育

　　15．総括

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の授業範囲のテキスト・資料を読み、専門用語等

　　を調べておくこと。絵本、紙芝居、素話などの練習をすること。（

　　学修時間 週３時間）

　　【事後学修】授業内容について、ノート・テキスト・資料をもとに

　　復習し、まとめておくこと。（学修時間 週１時間）

　　

【テキスト・教材】

　　・駒井美智子編『保育者をめざす人の保育内容 「言葉」』第2版（

　　みらい 2018年）2,000円（税別）

　　・『平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認

　　定こども園教育・保育要領(原本)』(ﾁｬｲﾙﾄﾞ本社2017年)500円(税別

　　)

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・受講態度30％、授業内課題30％、試験40％

　　・試験結果のフィードバックは、授業評価へのコメントにて行う。

　　

【参考書】

　　・授業時に適宜紹介・指示する。

　　

　
保育内容ｅ（環境）

　　

井上　宏子

２年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの

　　であり、それは環境を通して行われる。幼児が様々な環境にかか

　　わりながら遊びを展開し、次第に周囲の世界に好奇心を抱き、その

　　意味や操作の仕方に関心をもち、物事の法則性に気付き、自分なり

　　に考えることができるようになる。その過程をつくり出すのが保育

　　者の役割であり、保育者自身が新しい考えを生み出す喜びや楽しさ

　　を味わい、自ら考えようとする力を身に付けることが大切である。

　　学生自身も持続可能な社会の担い手となる幼児を育成するために感

　　覚を研ぎ澄ましながら、自らを高めていくことが望まれる。

【授業における到達目標】

　　○領域「環境」についての理解を深め、身近な自然と子どものかか

　　わりを通して、子どもに育つ力について修得する。

　　○身近な自然や物とのかかわりを体験し、領域「環境」について修

　　得する。

　　〇学生が修得すべき「行動力」のうち、目標を設定して、計画を立

　　案・実行できる力を修得する。

【授業の内容】

　　第１週  オリエンテーション・領域について

　　第２週  領域「環境」のねらい、内容、内容の取扱い 及び 他領域

　　との関連

　　第３週  領域「環境」と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

　　第４週  身近な自然との関わり

　　第５週  好奇心・探究心を育てる

　　第６週  思考力の芽生えを育む　　　　　　

　　第７週  文字や標識、数量や図形に関心を持つ

　　第８週  自然環境としての動植物

　　 　　　 獣医師さんの講義と体験学習　講師の都合により変更あり

　　第９週　物的環境としての遊具・素材

　　第10週  遊びに活かせる素材を考える

　　第11週  遊びに活かせるものを作る

　　第12週  社会・地域の中での園行事について

　　第13週  子どもをとりまく現代社会と環境

　　第14週  幼児期からの環境教育

　　第15週　まとめ　

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】授業に向けて、レポート・観察記録などの課題に取り

　　組むこと。（学修時間  週２時間）

　　【事後学修】レポート・観察記録などの復習をすること。次回の授

　　業範囲を予習し、参考図書・幼稚園教育要領などを理解しておくこ

　　と。（学修時間  週２時間）

【テキスト・教材】

　　テキストについては検討中

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業参加及び態度（20％）レポート・発表・提出物（40％）筆記試

　　験（40％）とし、レポート及び小テストは次回授業で解説しフィー

　　ドバックする。

【参考書】

　　田宮縁『領域「環境」』（萌文書林）2,000円
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保育内容ｆ（表現）

　　

羽岡　佳子

２年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　子どもは、日常のあらゆる場面で思ったり感じたりしたことを様々

　　な方法で表現している。子どもの表現する力が豊かになるために

　　は、豊かな感性を育てることが重要であり、保育者自身が子どもの

　　表現を受け止め、共感できる感性を養う必要がある。

　　本授業では、「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」における領域

　　「表現」について学び、子どもの表現について考える。特に、音楽

　　・身体・言語活動を体験したり、実際にグループ毎に劇を創作し発

　　表したりすることを通して、子どもが様々な表現を楽しみ、表現力

　　を育成できるよう、保育者としての知識や技術習得を目的とする。

【授業における到達目標】

　　・学生が修得すべき「行動力」のうち、計画を立てて実行する力を

　　身に付けることができるようになる。

　　・学生が修得すべき「協働力」のうち、互いに協力して物事を進

　　め、豊かな人間関係を構築することができるようになる。

【授業の内容】

　　第1週：オリエンテーション、「表現」とは

　　第2週：領域「表現」

　　第3週：子どもの発達と表現

　　第4週：ごっこ遊び、劇的表現

　　第5週：ボディパーカッション、劇の創作・発表方法について

　　第6週：物語と音楽、効果音作り

　　第7週：音楽と身体表現

　　第8週：劇の創作活動①　配役、脚本読み合わせ

　　第9週：劇の創作活動②　台詞・動きの練習

　　第10週：劇の創作活動③　台詞・動き・振付の練習

　　第11週：劇の創作活動④　効果音・衣装・大道具・小道具制作

　　第12週：劇の創作活動⑤　通し練習

　　第13週：劇の創作活動⑥ゲネプロ

　　第14週：劇の発表

　　第15週：まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】自身の感性を磨くために、日頃から心が動いた状況を

　　書き留めておくこと。また、ピアノなどの楽器練習に日頃から取り

　　組むこと。特に第8週以降は役の練習、衣装・小道具づくりに取り

　　組むこと。（学修時間　週1時間）

　　【事後学修】毎回の授業の振り返りを行い、記録しておく。（学修

　　時間　週1時間）

【テキスト・教材】

　　・文部科学省『幼稚園教育要領＜平成29年告示＞』（フレーベル

　　館　2017年）定価　本体149円＋税

　　・厚生労働省『保育所保育指針＜平成29年告示＞』（フレーベル

　　館　2017年）定価　本体149円＋税

　　・内閣府、文部科学省、厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育

　　・保育要領＜平成29年告示＞』（フレーベル館　2017年）定価　本

　　体149円＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　課題提出60％（授業記録シート、レポート）、劇発表20％、授業姿

　　勢（授業への積極参加、準備物含む）20％にて評点を行う。授業記

　　録シートは目を通したうえで返却し、劇発表に関しては授業最終回

　　でフィードバックを行う。

【参考書】

　　必要に応じて紹介する。

【注意事項】

　　・身体表現を伴う授業であるため、動きやすい服装で受講してくだ

　　さい。

　　・劇発表に向けて、授業外での活動も積極的に行ってください。

　　・グループワークでは、意欲的・積極的な態度で臨んでください。

　
算数

　幼児・小学生が学ぶ算数の教材研究

渡辺　敏

２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　幼児の生活にある数や図形の経験と、その経験が小学校の算数にど

　　のようにつながるかを学ぶ。小学校算数科の各学年の指導内容を算

　　数的活動を通して学び理解する。

【授業における到達目標】

　　世界における算数教育を概観し「国際的視野」を培います。また、

　　算数的な活動を通して対称性に着目した作品作りを行い「美の探求

　　」の態度を培います。学習の中ではグループワークを取り入れ、互

　　いに意見を交流することで、「研磨力」、「行動力」、「協働力」

　　を高めます。

【授業の内容】

　　第１週　幼児の体験する数と図形　

　　第２週　幼小連携と1年生の算数的活動

　　第３週　1年生の算数的活動　数に着目して

　　第４週　2年生の算数的活動　かけ算

　　第５週　2年生の算数的活動　箱の形

　　第６週　3年生の算数的活動　ナンバーゲーム

　　第７週　3年生の算数的活動　平面図形の作り方

　　第８週　4年生の算数的活動　展開図の種類

　　第９週　4年生の算数的活動　展開図でアート

　　第10週　5年生の算数的活動　割合でアート

　　第11週　5年生の算数的活動　割合でジュース作り

　　第12週　5年生の算数的活動　敷き詰め模様

　　第13週　6年生の算数的活動　立体の分類

　　第14週　6年生の算数的活動　対称な図形

　　第15週　6年生の算数的活動　立体の体積

【事前・事後学修】

　　【事前学修】自分が算数的学習で作りたい作品について計画を立て

　　ておくこと。（学修時間　週2時間）

　　【事後学修】自分が作った作品を丁寧に仕上げ提出すること。（学

　　修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　講義の中で紹介する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　毎回の授業後のレポート30％、課題作品50％、グループワーク20％

　　等により評価する。レポートについてはコメントを入れてフィード

　　バックします。課題作品については互いに見合い、その良さを評価

　　し合います。

【参考書】

　　講義の中で紹介する。

【注意事項】

　　講義では具体的な操作を行うことが多いので、のり、はさみ、定

　　規、分度器、コンパスはいつも用意しておくこと。
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音楽

　　

越山　沙千子

２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　　音・音楽を介した表現とは何かを考え、子どもの音楽的表現を育

　　てるために必要な知識を理論的・実践的に身につける。

　　　授業では、講義と演習を往復しながら子どもの音楽的表現を発達

　　に即して理解し、その上でどのように育てるべきかを学ぶ。また、

　　学生自身が実際に音を聴いたり、音を出したりする活動を通して、

　　保育・教育現場で必要となる基礎的な音楽理論を学習し、簡単な編

　　曲の方法を習得する。

【授業における到達目標】

　　①子どもの音楽的表現について理解する。

　　②子どもの表現を支えるために、体験を通して学生自身の音や音楽

　　に対する感性を豊かにする。

　　③基礎的な音楽理論を理解する。

　　④簡単な編曲をし、自ら演奏できるようになる。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション：音楽的表現とは何かについて考える

　　第２週　子ども（乳幼児期～児童期）の発達と表現（幼稚園教育要

　　領における領域「表現」および小学校学習指導要領「音楽」の考え

　　方を理解し、幼小連携について考える）

　　第３週　身体と表現（声で遊ぼう、子どもと共に歌う曲について考

　　える）／五線と鍵盤

　　第４週　身体と表現（わらべうた、ボディパーカッションなど）／

　　拍とリズム

　　第５週　身体と表現（わらべうた、ボディパーカッションなど）／

　　リズムと拍子

　　第６週　環境と表現（音地図を作ろう）

　　第７週　環境と表現（モノの音で遊ぶ、手づくり楽器を考える）／

　　音階：構造と階名・音名

　　第８週　環境と表現（モノの音で遊ぶ、手づくり楽器を考える）／

　　調：調号、調の判断

　　第９週　音で遊ぶ、楽器で遊ぶ／調：移調と転調

　　第10週　アンサンブルを楽しむ／主要三和音

　　第11週　アンサンブルを楽しむ／コードネーム、いろいろな伴奏

　　第12週　唱歌・童謡をアレンジしよう。

　　第13週　唱歌・童謡をアレンジしよう。

　　第14週　ピアノの役割について考える／楽典小テスト

　　第15週　成果発表会、まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学習】教科書の各回授業内容に該当する部分を読んでおく。

　　日頃から身の回りの音や音楽に関心をもつこと。弾き歌いの課題

　　は、各自練習をしておくこと。伴奏は担当生だが、担当に当たって

　　いない曲も伴奏の練習をすること。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】授業内容をノートにまとめ、授業から得た自己の音楽

　　教育観についてまとめる。また、授業内課題には丁寧に取り組むこ

　　と。（学修時間　週２時間３０分）

【テキスト・教材】

　　小西行郎ほか編著『乳幼児の音楽表現――赤ちゃんから始まる音環

　　境の創造（保育士・幼稚園教諭養成課程）』（中央法規　2016年）

　　1,944円。

　　今川恭子監修『幼稚園・保育士・小学校教諭養成課程用　おんがく

　　のしくみ　歌って動いてつくってわかる音楽理論』（教育芸術社　

　　2008年）1,944円。

　　五線ノート（10～12段）

　　そのほか適宜プリントを配布しますので、貼付用にスパイラル綴じ

　　のスクラップブック（A４サイズ）を用意してください。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　提出物（25％）、小テスト（25％）、実技（20％）、平常点（学習

　　意欲、履修態度、予習復習状況）（30％）により評価する。提出物

　　　についてはコメントを入れてフィードバックを行う。実技発表では

　　事前・事後指導を行う。ピアノの実技に関しては、練習がうまくい

　　かないなどの問題がある場合は教員へ相談をすること。

【参考書】

　　授業時に適宜紹介、指示する。

【注意事項】

　　ピアノを弾くことがあるため、爪を短く切っておくこと。
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図画工作

　　

井口　眞美

２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　　子ども主体の図画工作の授業の在り方を学ぶ。そのためにも、本

　　授業を通して、受講者自身が作り出すことの喜びや表現すること、

　　鑑賞することの喜びを感じる感性を育んでほしい。

　　　本授業では、「表現」及び「鑑賞」の二つの活動によって構成さ

　　れる小学校図画工作科の学習における基礎知識を学ぶ。また、造形

　　の面白さや楽しさを受講生自身が経験し、感性を働かせながら情操

　　を養うとはどのようなことかについて学ぶ。

　　

【授業における到達目標】

　　・図画工作科学習指導要領における内容の構成（「表現」及び「鑑

　　　賞」）を理解する。

　　・図画工作科学習指導要領に示される内容と教材・素材について理

　　　解し、指導計画を立案することで「研鑽力」を身につける。

　　・受講生自らが感性を働かせながら「美」を探究し、仲間と互いに

　　協力して活動を進める中で「協働力」を養うと共に、図画工作科の

　　面白さ、楽しさを味わう。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション　授業の目的・内容・授業の進め方

　　第２週　子どもの造形的表現の発達

　　第３週　造形的表現①（平面：クレパス）

　　　　　　　＜外部講師による指導（日程未定）＞

　　第４週　造形的表現②（平面：絵具）

　　第５週　学習指導要領について

　　第６週　図画工作科の指導の在り方

　　第７週　造形的表現①（立体：イメージ作成）

　　第８週　造形的表現②（立体：作成）

　　第９週　造形的表現③（立体：作成及び鑑賞）

　　第10週　「表現」と「鑑賞」

　　第11週　総合的表現の実践（作成①：グループでの話し合い）

　　第12週　総合的表現の実践（作成②：作成）

　　第13週　総合的表現の実践（準備）

　　第14週　総合的表現の実践（発表）

　　第15週　図画工作科指導と学習評価

【事前・事後学修】

　　事前学修：事前に小学校学習指導要領（図画工作）を読み、予習を

　　　　　　　しておくこと。また、美術館に行く、美術に関する書物

　　を読む等、美術・図画工作に関心をもち、自主的に学修を進めるこ

　　と。（学修時間　週2時間）

　　事後学修：鑑賞課題については、早めに実施しレポートを提出する

　　　　　　　こと。作品や課題は、決められた期日までに必ず提出す

　　ること。（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　適宜プリントを配布するので、ファイリングし保管しておくこと。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業態度（授業への取り組み方）70％、提出物、レポート30％

　　発表や課題に際しては、教員からのコメントを返す等、学修のフィ

　　ードバックを行う。

【参考書】

　　文部科学省『小学校学習指導要領　図画工作編』平成29年

【注意事項】

　　・実習形式の内容も多いので、常に汚れてもよい服装で授業を受け

　　　ること。

　　・講師の都合等により、日程が変更になることがある。

　
体育

　　

島﨑　あかね

２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　幼児期は多様な動きを経験しながら基本的な動き・技能を身に付け

　　ていく段階です。本授業では、乳幼児期の「運動あそび」から「体

　　育」への移行がスムーズに展開するよう、幼児体育と小学校体育の

　　連動を踏まえて、小学校学習指導要領「体育」の内容を体験しなが

　　ら、適切な運動指導の在り方を学びます。また、「運動領域」と「

　　保健領域」の各領域を通して「基礎的な身体能力を身に付け、実生

　　活において運動を豊かに実践していくための資質や能力の基礎を培

　　うとともに、身近な生活における健康・安全に関する内容を実践的

　　に理解」します。さらに各領域の基礎知識と運動技能の習得を自ら

　　の生涯にわたるスポーツ活動への実践力に繋げます。

【授業における到達目標】

　　乳幼児期から学童期における運動指導の在り方を理解し、幼稚園や

　　保育所、小学校での実習やボランティアでの運動遊び等の指導に生

　　かすことができる力(「行動力」)の修得を目指します。

　　また、各領域の実技を通して、自己や他者の役割を理解し、互いに

　　協力して計画を進める「協働力」の修得を目指します。

【授業の内容】

　　第1回　　授業ガイダンスおよび身体慣らし

　　第2回　　子どものからだの発達と運動の関連について

　　第3回　　基本動作と体つくり運動・運動あそび

　　第4回　　かけっこ遊びと走運動

　　第5回　　跳躍遊びと跳運動

　　第6回　　器械運動と運動あそび ①マット運動・跳び箱

　　第7回　　器械運動と運動あそび ②鉄棒

　　第8回　　リズム運動と表現活動

　　第9回　　ボールを使った運動とあそび ①つく・転がす

　　第10回　 ボールを使った運動とあそび ①投げる・とる

　　第11回　 水遊び（水慣れ、浮く・もぐる遊び）

　　第12回　 浮く・泳ぐ運動、水泳

　　第13回　 グループでの模擬授業①

　　第14回　 グループでの模擬授業②

　　第15回　 安全教育および授業のまとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】幼少期の運動遊びについて振り返るとともに子どもに

　　とっての運動とは何か考えておきましょう。(学修時間　週2時間)

　　【事後学修】毎回の授業の振り返りを積み上げ、運動実践の重要性

　　を復習し、翌週の授業に備えましょう。(学修時間　週2時間)

【テキスト・教材】

　　・文部科学省『小学校学習指導要領解説　体育編』

　　　(詳細は授業時に指示します)

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　各運動技能の習熟状況(20％)、指導案作成と模擬授業での発表(60

　　％)、授業への取り組みや態度(20％)で総合的に評価します。運動

　　技能は次回授業時の導入で、指導案作成や模擬授業の発表について

　　は解説を通して、それぞれフィードバックを行います。

【参考書】

　　・髙橋健夫他 『体育の基本』 2011年 1800円+税 (株)学研教育み

　　らい

　　・白石豊他 『どの子ものびる運動神経～幼児編』 2006年 1900円

　　＋税 ，『どの子ものびる運動神経～小学生編』 2007年 1900円＋

　　税 かもがわ出版

【注意事項】

　　実技が主体となるので、自らの身体で体験しながら運動技能の修得

　　とその指導法を理解できるよう、積極的な態度で臨みましょう。ま

　　た運動に適した服装・身だしなみを準備してください。

　　なお、通常の開講曜日以外に学外のプールにおいて水泳実習があり

　　ます（交通費は自己負担となります）。詳細は授業で説明します。
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児童教育法

　子どもを見つめ、学ぶことと教えること、発達と支援を考える

南雲　成二・渡辺　敏・津田　ひろみ

２年　通年　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　（概要）保育者・教育者としての基礎を培い、３年次に行われる小

　　学校教育実習と幼稚園教育実習の基盤となる教師力（児童理解力・

　　児童支援力）を育成することが本講座の目的である。

　　（目標）保育・療育・教育の三観点から児童を見つめ、教師として

　　の支援・指導の基礎力を養うことが目標である。能力・発達・学習

　　を中心に一人ひとりの児童の実態と成長課題を把握すること。保幼

　　小中連携の実践課題も理解しながら、初等教育において6歳児から

　　13歳児までの学びと成長をどのように守り、支援し、伸長させてい

　　くのかを追求する。具体的な学習内容の系統や、学習心理に関する

　　基礎的理解を深めながら、児童の発達・成長支援に関わる基礎的な

　　事柄〈児童教育法〉を学びとることができる。

【授業における到達目標】

　　授業の中で日本の子どもたちの現状を理解する学習を通して「国際

　　的視野」を培います。実際の教育現場の観察やボランティア活動を

　　通して「行動力」を身に付けます。そこで学んだことを発表し、デ

　　ィスカッションすることで「研磨力」「協働力」を身に付けます。

　　30回の学習を通して、自分の目指す教師像を考えることで「美の探

　　求」の態度を培います。

【授業の内容】

　　第１回　ガイダンス。シラバスに基づき学習の見通しを持つ

　　第２回　小学校と児童（学びの主体としての子ども）と教師

　　第３回　母校HP訪問：特色ある教育活動と児童の学習の実際

　　第４回　児童観・子ども観の変遷～日本教育史の窓から～

　　第５回　児童観・子ども観の変遷～世界教育史の窓から～　　

　　第６回　教育法規（教育小六法）と子ども・学校・社会･地域

　　第７回　小学１年生の学びと児童（成長・発達と教育の方法）

　　第８回　小学２年生の学びと児童（成長・発達と教育の方法）

　　第９回　小学３年生の学びと児童（成長・発達と教育の方法）

　　第10回　小学４年生の学びと児童（成長・発達と教育の方法）

　　第11回　小学５年生の学びと児童（成長・発達と教育の方法）

　　第12回　小学６年生の学びと児童（成長・発達と教育の方法）

　　第13回　「総合的な学習」や「体験学習」と児童の学びの実際

　　第14回　学級担任力・学年学校担任力と児童指導・支援力

　　第15回　前期授業（学習）のまとめと、今後の課題レポート

　　第16回　後期ガイダンス（幼保小連関・小中高連関含む）

　　第17回　低学年の児童理解の方法

　　第18回　中学年の児童理解の方法

　　第19回　高学年の児童理解の方法

　　第20回　児童理解の方法（教師の指導に着目して1）

　　第21回　児童理解のための観察（教師の指導に着目して2）

　　第22回　児童理解のための観察（教師の指導に着目して3）

　　第23回　児童理解の方法についての話し合い

　　第24回　児童理解の方法（指導の難しい児童に着目して1）

　　第25回　児童理解のための観察（指導の難しい児童に着目して2）

　　第26回　児童理解のための観察（指導の難しい児童に着目して3）

　　第27回　特別に支援が必要な児童の指導

　　第28回　介護等体験に向けての指導

　　第29回　児童理解と保護者との協力

　　第30回　後期授業（学習）のまとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小１～小６各学年の学びを教育課程と教育方法との相

　　互関連で探究する。地域社会との関連を押さえながら、「幼保小関

　　連・小中関連」を視野に考察を深める。レポート・小論文・発表等

　　の課題に取り組むこと。（学修時間週　２時間）

　　【事後学修】発表・レポート・資料等を復習すること。次回の授業

　　範囲（テーマ）を予習し、教育実践・児童理解支援の見通しを持て

　　るようにする。（学修時間　週２時間）

　【テキスト・教材】

　　文部科学省『幼稚園教育要領解説』（フレーベル館　2018年刊行予

　　定）『小学校学習指導要領と各解説編』（東洋館出版　2018年刊行

　　予定）文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価

　　基準の作成、評価方法等の改善のための参考資料』（教育出版　

　　2011年）297円　市川須美子他『教育小六法』（学陽書房　2017年

　　）2916円　全国特別支援学校長会　編著『介護等体験ガイドブック

　　・フィリア』（ジ　アース教育新社　2016年）1200円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的参加、課題への取り組み）60％、小学校授

　　業参観や学校教育活動への取組、事前・事後レポート40％で総合的

　　に評価。事前・事後レポートには教員からコメントを伝えフィード

　　バックします。

【参考書】

　　☆子ども観・児童観を学習する上で欠かせない文献を適宜紹介。（

　　例：東洋、大村はま、波多野完治、河合隼雄、岡本夏木　等）

　　☆文部科学省「初等中等教育局教育課程企画室」の情報を中心に

　　　ＨＰに掲載される主な関連記事をテキストとして活用。

　　☆「初等教育南雲実践35年の歩み」の中から、児童と学級・学年経

　　　営、児童と教科指導・教科外指導、児童理解と児童支援等必要に

　　　応じて参考資料化。

【注意事項】

　　☆出身小学校HPと文科省HPを月一回視聴し、要所を理解すること。

　　特に「学校便り」「学年便り」「保健室便り」「給食便り」「ＰＴ

　　Ａ便り」等を継続的に見聞きし、母校の状況をよく知ることを通し

　　て、現在進行形の小学校教育・児童の実態を理解し探究する。
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初等教科教育法（算数）

　小学校の算数の教材研究と、その指導法

渡辺　敏

２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　学習指導要領解説に示されている小学校算数科の各学年の指導内容

　　を算数的活動を通して理解する。算数の授業参観を行い、児童が主

　　体的に取り組む授業の進め方を理解する。学習した内容を基に指導

　　案を作成し、模擬授業を行い、実践力を高める。

【授業における到達目標】

　　日本の算数教育を国際的視野から概観し、その良さを考えることで

　　「国際的視野」を培います。学習した教材を、自分で指導案にし、

　　模擬授業を行い、その振り返りを協働で行うことで「研磨力」、「

　　行動力」、「協働力」を身に付けます。15回の講義を通して、より

　　よい算数の授業、またその指導法を考えることで「美の探求」の態

　　度を培います。

【授業の内容】

　　第１週　1年生の教材開発　数の合成、たし算とひき算

　　第２週　2年生の教材開発　かけ算の意味理解

　　第３週　3年生の教材開発　わり算の意味理解（等分除と包含除）

　　第４週　4年生の教材開発　数の拡張と筆算

　　第５週　5年生の教材開発　×小数、÷小数の計算と数直線の利用

　　第６週　6年生の教材開発　分数のかけ算、わり算の意味理解

　　第７週　6年生の教材開発　比例

　　第８週　算数の授業観察　低学年を中心に

　　第９週　算数の授業観察　高学年を中心に

　　第10週　指導案の書き方

　　第11週　指導案検討

　　第12週　模擬授業とその話し合い　数と計算

　　第13週　模擬授業とその話し合い　図形

　　第14週　模擬授業とその話し合い　量と測定

　　第15週　模擬授業とその話し合い　数量関係

【事前・事後学修】

　　【事前学修】各学年の指導内容について学習指導要領解説をよく読

　　んでくること。また、学習指導要領解説に関するテストを行うので

　　予習すること。　（事前学修　週2時間）

　　【事後学修】各学年の指導について児童が主体的に取り組む指導法

　　を考えること。テストを直し、指導内容の理解を深めること。（事

　　後学修　週2時間）　

【テキスト・教材】

　　テキスト

　　文部科学省『小学校学習指導要領解説　算数科編』（東洋館出版　

　　2018年刊行予定）

　　

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　指導案作成30％、課題レポート30％、グループワーク20％、テスト

　　20％等により評価する。レポートにはコメントを入れてフィードバ

　　ックします。

【参考書】

　　坪田耕三著『算数的思考法』（岩波新書　2014年）720円　坪田耕

　　三著『算数授業のつくり方』（東洋館出版社　2010年）1500円

　　

【注意事項】

　　講義では具体的な操作を行うことが多いので、のり、はさみ、定

　　規、分度器、コンパスはいつも用意しておくこと。

　
初等教科教育法（音楽）

　　

長谷川　恭子・越山　沙千子

２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　　小学校教の音楽科を担当するために必要である基礎的な知識と技

　　術を、演習や講義をとおして身につける。

　　　小学校学習指導要領音楽編は、音楽科教育の指針となるものであ

　　る。この授業では、小学校学習指導要領音楽編の内容を理解し、小

　　学校で扱う教材を知り、指導者に相応しい概念を持つことを目的と

　　する。また、小学校の音楽教育の系統性について理解を深める。

【授業における到達目標】

　　　この教科では、全科教員が小学校の音楽科を担当するための概念

　　および実践力を学修することを目的とする。具体的には、初等音楽

　　科教育の指導内容を理解し、自身の教育理念について考えを深めな

　　がら、授業計画ができるようにする。

　　　これらの学修をとおして、全学DPの〈態度：知を求め、心の美を

　　育む態度【美の探求】〉―「①人文・社会・自然の中に価値を見出

　　し、感受性を深めようとする態度」および〈能力：相互を生かして

　　自らの役割を果たす力【行動力】〉―「②目標を設定して、計画を

　　立案・実行できる」が育成されることを目標とする。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション、音楽教育の今日的課題

　　第２週　小学校学習指導要領音楽編の理解1：目標

　　第３週　小学校学習指導要領音楽編の理解2：内容（1）表現

　　第４週　小学校学習指導要領音楽編の理解3：内容（2）鑑賞

　　第５週　小学校学習指導要領音楽編の理解4：内容（3）共通事項、

　　音楽の指導計画

　　第６週　音楽活動の指導と教材1：歌唱

　　第７週　音楽活動の指導と教材2：器楽

　　第８週　音楽活動の指導と教材3：音楽づくり

　　第９週　音楽活動の指導と教材4：鑑賞

　　第10週　音楽活動の指導と教材5：評価

　　第11週　指導案の検討と作成1：教材の検討

　　第12週　指導案の検討と作成2：授業内容計画、基礎指導の系統性

　　第13週　模擬授業　Aグループ

　　第14週　模擬授業　Bグループ

　　第15週　模擬授業　Cグループ、まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】授業内容に該当する教科書の部分を読んでおくこと。

　　歌唱指導の摸擬授業を分担して行うので、指導内容や伴奏を練習し

　　ておくこと。分担が当たっていない場合は、楽曲の歌唱練習をして

　　おくこと。（学修時間　週2時間）

　　【事後学修】授業内容をノートにまとめ、指導者を目指す者として

　　考えたことを記すこと。レポートや課題発表準備に取り組み、授業

　　で扱った楽曲の実技練習をすること。（学修時間　週2時間30分）

【テキスト・教材】

　　初等科音楽教育研究会編『最新初等科音楽教育法（改訂版）』（音

　　楽之友社　2011年）2,052円。『小学校学習指導要領解説　音楽

　　編』（文部科学省／教育芸術社　2008年）370円。配布資料。配布

　　資料はノートに貼付けるなどして、ひとまとめにすること。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　成績評価の方法・基準は、提出物（30%）、模擬授業（30%）、実技

　　（20%）、授業態度（20%）とする。課題発表などに対する指導をフ

　　ィードバックとするが、特に最終の模擬授業については、指導をふ

　　まえ、修正指導案を提出すること。

【参考書】

　　小学校音楽科教科書・指導書（教育芸術社、教育出版、東京書籍）

　　宮﨑新悟・志民一成編著『平成29年版　小学校　新学習指導要領の

　　展開　音楽』（明治図書　2017年）1,800円。

【注意事項】

　　初回までに、平成29年告示の小学校学習指導要領および小学校学習
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　 　　指導要領解説（音楽）を文部科学省のサイトからダウンロードし、

　　プリントアウトしておくこと。さらに、『小学校学習指導要領解説

　　　音楽編』（現行、平成29年告示）を読んでおくこと。

　
初等教科教育法（図画工作）

　　

小林　貴史

２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　図画工作科の意義と役割について理解を深め、図画工作科教育に関

　　する基礎的知識及び実践的能力を身につけることを目標とする。

【授業における到達目標】

　　図画工作科の教科としての性格、及び学習指導要領における目標・

　　内容、指導計画の作成などについて理解を深めるとともに、教科の

　　指導に必要な基礎的な能力を養い、広い視野と深い洞察力を身につ

　　け、本質を見抜くことができる力を修得する。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション　教育の今日的課題と美術教育の意味

　　第２週　図画工作科教育の歴史と理念Ⅰ（戦前）

　　第３週　図画工作科教育の歴史と理念Ⅱ（戦後）

　　第４週　図画工作科教育の歴史と理念Ⅲ（現代）

　　第５週　子どもの成長・発達と造形活動

　　第６週　学習指導要領と指導の実際

　　第７週　図画工作科の内容と方法・造形遊び

　　第８週　図画工作科の内容と方法・絵に表す　

　　第９週　図画工作科の内容と方法・立体に表す

　　第10週　図画工作科の内容と方法・工作に表す

　　第11週　図画工作科の内容と方法・鑑賞

　　第12週　指導計画と学習指導案

　　第13週　授業における具体的な手立てと評価

　　第14週　学習指導案の作成

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：レポート、発表などの課題に取り組むこと。

　　　　　　（学修時間　週２時間）

　　事後学修：Ａ４サイズのクリアファイルを用意し、授業で配付した

　　　　　　　資料や課題をまとめ、理解を深めること。

　　　　　　（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　文部科学省『小学校学習指導要領解説　図画工作編』（日本文教出

　　版　２００８年）８１円＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業への取り組み（５０％）、課題への取り組み及び内容（５０％

　　）を総合的に評価する。

　　提出された課題やレポートは、その内容を授業の中でも取り上げ、

　　全体における学びの共有化を図る。

【参考書】

　　授業の中で適宜紹介します。

【注意事項】

　　授業への出席を大切にすること。

　　各自、必要な用具・材料を準備すること。（授業の中で適宜連絡し

　　ます。）
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初等教科教育法（体育）

　　

島﨑　あかね

２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　現代社会における小学校体育の意義を理解し、小学校学習指導要

　　領「体育」の内容を的確に踏まえた授業設計の視点を学びます。各

　　領域の内容を演習により体験しながら、「ねらい」と「ねらい」を

　　効果的に習得していくための教材の選び方、指導方法、評価の視

　　点、授業設計のあり方を学習し、児童が運動の本質的な楽しさに触

　　れ、運動に対して肯定的な姿勢を形成することに資する授業の構成

　　力と指導力の育成をテーマとします。

【授業における到達目標】

　　・実際に学習指導案を作成し、模擬授業を行うことにより、授業計

　　画・観察方法・学習評価の視点を総合的に学び、体育科における指

　　導方法の修得を目指します。

　　・学習指導要領の内容に基づき、子どもの実情に応じた目標を設定

　　して計画を立案・実行することができる「行動力」の修得を目指し

　　ます。

【授業の内容】

　　第１週　小学校体育の概要と体育科の領域内容

　　第２週　明治以降の体育の変遷と学習指導要領の変遷

　　第３週　運動における「楽しさ」と生涯スポーツ

　　第４週　「体つくり運動」のねらいと授業設計（演習）

　　第５週　「器械運動系」のねらいと授業設計（演習）

　　第６週　「陸上運動系」のねらいと授業設計（演習）

　　第７週　「ボール運動系」のねらいと授業設計（演習）

　　第８週　「表現運動系」のねらいと授業設計（演習）

　　第９週　「水泳系」のねらいと授業設計

　　第10週　保健領域の指導について

　　第11週　授業計画の実際＜学習指導案の作成＞

　　第12週　授業計画の実際＜学習指導案の作成と学習評価の視点＞

　　第13週　体育授業の観察方法、模擬授業と授業観察の実践①

　　第14週　模擬授業と授業観察の実践②

　　第15週　模擬授業と授業観察の振り返り

【事前・事後学修】

　　【事前学修】今までに自分が経験した運動について振り返っておく

　　とともに、自分自身が身体を動かすことについて関心を持っておき

　　ましょう。（学修時間　週2時間）

　　【事後学修】毎回の授業を振り返り、指導計画の立案など翌週に繋

　　げよう体験的な学びを深めましょう。（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　・文部科学省『小学校学習指導要領解説　体育編』

　　　（詳細は授業時に指示する）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　講義内容の確認レポート30%、学習指導案作成および模擬授業実施

　　60%、授業姿勢（授業への積極性、運動する服装、準備物等含む）

　　10%で総合的に評価します。

　　演習授業で修得した内容を模擬授業に反映させ、確認レポートおよ

　　び模擬授業の内容について、次回授業時に解説や振り返りによるフ

　　ィードバックを行います。

【参考書】

　　・国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価規準の作成、評

　　価方法等の工夫改善のための参考資料 【小学校 体育】』（2011年

　　 305円+税） 教育出版

　　・文部科学省 学校体育実技指導資料 第4集（2014年 1480円+税)

　　株式会社アイフィス

　　・文部科学省 学校体育実技指導資料 第7集（2013年 1300円+税）

　　第8集（2010年 1800円+税) 第9集（2015年 1700円+税）第10集（

　　2015年 1800円+税） 東洋館出版社

【注意事項】

　　演習授業は、運動着・運動用シューズを必ず着用してください。

　
教育心理学

　　

長崎　勤

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　教育現場における指導や援助に役立つ視点を習得させることを目的

　　とする。教育心理学の理論や研究を紹介しながら、特に子どもの行

　　動や認識を理解する上で重要となる物の見方、考え方を養っていく

【授業における到達目標】

　　・学習や発達の心理学的基礎が理解できる。

　　・教育における指導や支援のための視点を持つことができる。

　　・学生が修得すべき「研鑽力」のうち、広い視野と深い洞察力を身

　　につけ、本質を見抜く力を修得する。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス

　　第２週　子どもが育つ環境

　　第３週　発達と教育

　　第４週　学習と教育

　　第５週　学習と理論①：条件付け

　　第６週　学習と理論②：認知説

　　第７週　学習と記憶

　　第８週　動機付け

　　第９週　学力と知能

　　第10週　社会性の発達

　　第11週　障害の理解①特別支援教育

　　第12週　障害の理解②発達障害

　　第13週　発達・教育に関する心理測定

　　第14週　発達・教育に関する評価

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小テスト・レポート・発表等の課題に取り組むこと。

　　（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】発表・小テスト等を復習すること。次回の授業範囲を

　　予習し、専門用語等を理解しておくこと。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　【テキスト・教材】

　　　柏崎秀子「教職ベーシック　発達・学習の心理学」（北樹出版,

　　2010　1900円）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極参加・提出課題）30％、期末試験70％

　　レポートについてのコメントを個別にまた授業において全体にフィ

　　ードバックする。

【参考書】

　　授業中に適宜紹介します。
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家族臨床心理学１

　　

稲森　絵美子

３年　前期　2単位　　

○：研鑽力、行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　私たちは、家族の中に生まれ、家族の中で育ち、そこで最初の人間

　　関係を経験します。家族は私たちにとって大切な支えになるのと同

　　時に、そこで生じる問題は、私たちに大きな影響を与えます。その

　　家族について、臨床心理学的な視点から、理解を深めていきましょ

　　う。

　　本授業では、家族を対象化して見るだけではなく、家族の中で生き

　　る私たちを、全人格的存在として理解することを目指します。その

　　学習を通して、臨床心理学のエッセンスに触れていきます。

【授業における到達目標】

　　学生が習得すべき【研鑽力】として、家族の中で育つ人間の心の成

　　長について広い視野を身につけ、自らの考えをまとめる力を習得す

　　る。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　臨床心理学とは？

　　第３週　家族心理学の課題と方法

　　第４週　周産期の心理臨床と家族

　　第５週　乳幼児期の心理臨床と家族

　　第６週　児童期の心理臨床と家族

　　第７週　青年期の心理臨床と家族

　　第８週　おとなとして生きること

　　第９週　老年期を生きる

　　第10週　恋愛と結婚の心理

　　第11週　夫婦関係の心理

　　第12週　親になるーその心理的プロセス　

　　第13週　兄弟関係の心理　

　　第14週　家族の心理構造

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　教員が指示した課題について、次の授業までに自分の意見をまとめ

　　てくること。（学修時間週２時間）

　　配布プリントの未記入部分に授業で学んだ事を記入し、完成させる

　　こと。（学修時間週２時間）

【テキスト・教材】

　　授業では、教員が作成したレジュメを配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験50％、平常点（授業中の発言、感想・質問文の提出）50％。

　　学生から提出された質問文については次回授業、試験結果は授業最

　　終回でフィードバックを行います。

【参考書】

　　伊藤良子『臨床心理学ー全体的存在としての人間を理解する』ミネ

　　ルヴァ書房

　　岡堂哲雄『家族心理学入門　改訂版』培風館

　
家族臨床心理学２

　　

稲森　絵美子

３年　後期　2単位　　

○：研鑽力、行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　家族臨床心理学２では、家族臨床心理学１の内容を基礎にして、よ

　　り実践的な臨床心理学的アプローチについて学びます。

　　文献や臨床のケースなどの資料、また授業の中で行うワークを通し

　　て、家族の中で生きる私たち人について、各自が考え、理解を深め

　　ていくことを目指します。

【授業における到達目標】

　　学生が習得すべき【研鑽力】として、家族の中で育つ人間の心の成

　　長について広い視野を身につけ、自らの考えをまとめる力を習得す

　　る。

　　また【行動力】のうち自ら課題を発見する力を、授業中のワークを

　　通して養う。

【授業の内容】

　　第１週　人間のこころを理解するとは？

　　第２週　心理臨床のアセスメント

　　第３週　家族臨床のアセスメント

　　第４週　家族への心理臨床的アプローチ１「心理療法とは」

　　第５週　家族への心理臨床的アプローチ２「家族へのアプローチ」

　　第６週　ケーススタディー１「親子臨床のケース」

　　第７週　症状をもつとは、どういうこと？

　　第８週　障害をもつとは、どういうこと？

　　第９週　ケーススタディー２「障害をもつ子どものケース」

　　第10週　幼稚園や保育園に臨床心理士がいることの意味

　　第11週　ケーススタディー３「周産期のケース」

　　第12週　こどもの虐待と育児支援

　　第13週　生きることと死ぬことの心理学１「子どものいのち」

　　第14週　生きることと死ぬことの心理学２「終末期医療」

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　教員が指示した課題について、次の授業までに自分の意見をまとめ

　　てくること。（学修時間週２時間）

　　プリントの未記入部分に、授業で学んだ内容を記入し完成させるこ

　　と。（学修時間週２時間）

【テキスト・教材】

　　授業では、教員作成のレジュメを配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験50%、平常点（授業中の発言、感想・質問文の提出）50%。

　　学生からの質問文については次回の授業で、試験結果は授業最終回

　　でフィードバックを行います。

【参考書】

　　伊藤良子『臨床心理学ー全体的存在としての人間を理解する』ミネ

　　ルヴァ書房

　　岡堂哲雄『家族心理学入門　改訂版』培風館
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乳児保育

　乳児の発達、乳児保育の方法と内容

山下　晶子

３年　通年　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　 乳児期は、人間として生きていく力の基礎を築く時代である。

　　 　授業では、①乳児期の発育や発達とその援助 ②「人・物・こ

　　と」とのかかわりが支えるこの時期のまなび ③保護者や家庭、地

　　域の子育てを多面的・構造的にとらえた支援 について学ぶ。

　　　 乳児保育は、家族や労働、社会のありようと深くつながり、発

　　展してきた。近年、乳児～3歳未満児の保育への社会的な期待が高

　　まり、一層の充実と向上が求められる。保育の歩みと実践研究の成

　　果に学び、専門的力量の構築をめざす。

【授業における到達目標】

　　①乳児の発育および発達と援助やかかわり方がわかる。

　　②子育てや保護者の状況が理解でき、支援のあり方がわかる。

　　③事例を検討し、広い視野と深い洞察力を身につける。

　　④グループワークに主体的に参加し、協働して課題設定や問題解決

　　 を図ることができる。

　　※③④は、学生が修得すべき「能力」としての「「研鑽力」「行動

　　力」「協働力」の達成を指す。

【授業の内容】

　　【前期】

　　第１週 授業概要　　　　　　　第16週 保育の質　　　　　　

　　第２週 ０歳前半の発達　　　　第17週 育てにくい子と子育て　　

　　　　　　　　　　　　　第３週 ０歳前半の保育　　　　第18週 要

　　支援の子どもと保育　　　

　　第４週 ０歳後半の発達　　　　第19週 保護者支援 　　　

　　第５週 ０歳後半の保育　　　　第20週 支援の連携・協働  　　　

　　第６週 １歳前半の発達　　　　第21週 親としての発達　　

　　第７週 １歳前半の保育　　　　第22週 虐待の防止・対応 　　

　　第８週 １歳後半の発達　　　　第23週 子育て支援（講師予定）　

　　　　

　　第９週 １歳後半の保育　　　　第24週 保育制度 　　　

　　第10週 ２歳児の発達　　　　　第25週 保育課程・指導計画　　　

　　　

　　第11週 ２歳児の保育　　　　　第26週 ０歳指導計画　　　

　　第12週 乳児保育の現状と課題　第27週 1歳指導計画

　　　　　（特別講師予定）

　　第13週 事例研究　　　　　　　第28週 2歳指導計画 　　　　　

　　　　　　　

　　第14週 乳児保育の歩み　　　　第29週 乳児保育の課題 　　

　　第15週 中間のまとめ　　　　　第30週 まとめ

　　

　　

　　

　　

　　

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】テキストを予習し、発表や提出課題に取り組むこと。

　　（学修時間 週2時間）

　　【事後学修】発表や提出課題を復習すること。次回の授業に関連す

　　る文献や論文を読み、専門用語等を理解しておくこと。

　　（学修時間週2時間）。

【テキスト・教材】

　　テキストについては検討中

　　資料は必要に応じて配布予定

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　 試験60点、平常点（授業への積極的取組み・提出課題）40点

　　提出課題は次回授業、試験結果は授業最終回でフィードバックをお

　　こなう。

　【参考書】

　　保育所保育指針

　　幼保連携型認定こども園教育・保育要領

　　

　　適宜紹介します。

【注意事項】

　　 授業では、グループ討議を多く設定する。互いを尊重する活発な

　　意見交流を通して、プレゼン能力とともに、物事を広く深くとらえ

　　る力を養う機会としたい。
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障害児保育

　　

板倉　達哉

３年　通年　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　障害に関する基本的知識や歴史的変遷を学び、理解を深める。障害

　　児に対する支援は様々な職種との連携が重要であることを鑑み、個

　　々人の発言やグループ討論を重視する。これらのことから、子ども

　　に対する理解をより深め、実践的な知識・技能を身につけることを

　　目的とする。

【授業における到達目標】

　　１．障害児保育に関する基本的理念や歴史的変遷について理解し、

　　説明できる。２．様々な障害について理解し、子どもの理解や援助

　　の方法、環境の構成等について説明できる。 ３．障害のある子ど

　　も実態把握、個別の支援に関する計画の立案、実践について理解

　　し、説明できる。 ４．障害のある子どもを取り巻く多領域支援・

　　専門機関との連携について理解し、説明できる。

【授業の内容】

　　【前期】

　　1.  授業概要

　　2.  「障害」とは何か？(障害の定義と概念について)

　　3.　障害児保育の歴史的変遷

　　4.  障害と発達(発達的観点の意味と捉え方)

　　5.　障害の理解と支援①(肢体不自由について)

　　6.　障害の理解と支援②(視覚障害について)

　　7.　障害の理解と支援③(聴覚障害について)

　　8.　障害の理解と支援④(知的障害について)

　　9.　障害の理解と支援⑤(重度重複障害について)

　　10.　障害の理解と支援⑥(ASDについて)

　　11.　障害の理解と支援⑦(AD/HDについて)

　　12.  障害の理解と支援⑧(LDについて)

　　13.  実際の事例を通して支援方法を学ぶ(VTR視聴)

　　14.　実際の事例を通して支援方法を学ぶ(ケース検討)

　　15.　前期まとめ

　　【後期】

　　1.  障害児保育の形態

　　2.  障害児保育の現状と課題

　　3.　インクルーシブ保育について①(合理的配慮について)

　　4.　インクルーシブ保育について②(個の発達を支える)

　　5.　インクルーシブ保育について③(子ども同士の関わり)

　　6.　インクルーシブ保育について④(職員間の連携)

　　7.　個別支援計画について①(子どもの実態把握)

　　8.　個別支援計画について②(計画の作成)

　　9.　個別支援計画について③(評価)

　　10. 保護者や家族に対する理解と支援

　　11. 小学校や地域等との連携

　　12. 障害児保育について①　外部講師の講義、質疑応答

　　13．障害児保育について②　外部講師の講義、質疑応答

　　14. 多領域支援・専門機関との連携

　　15．後期まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】毎授業後に次回授業のテーマと概要を発表する。その

　　テーマに関する文献や論文、参考書を読み用語理解等をしておく(

　　週1時間)。

　　【事後学修】事後学修レポート等の課題への取り組みと提出(週1時

　　間)。

【テキスト・教材】

　　プリントやビデオ等を使用する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業への取り組み(発言やグループ討論への参加)(20%)、レポート

　　等提出物(次回授業時フィードバック：30%)、定期試験(授業最終週

　　にフィードバック：50%)。

　【参考書】

　　障害児保育 新版(新保育ライブラリ 保育の内容・方法を知る) 編

　　著者：渡部信一・本郷一夫・無藤隆 出版社：北大路書房
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子どもの食と栄養

　　

川田　容子

３年　通年　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　食事をおいしく楽しくとることが、心も体も健康に育つ上で基本と

　　なる。前期は栄養の基礎を学ぶと共に、子どもの食事の在り方や食

　　生活の問題点について調査発表を通して考察し、食育の重要性を学

　　ぶ。後期は、子どもの成長段階や身体状況に対応した栄養や食物の

　　摂取法とその調理法について、実習を交えながら学ぶ。

【授業における到達目標】

　　学生が修得すべき「行動力」のうち、現状を正しく把握し、課題を

　　発見する力を修得することができる。

　　・子どもの発育、発達と食生活の関連について修得する。

　　・授乳期の栄養、乳児期の栄養、離乳食、幼児の発育、食育を修得

　　し、適切な支援が出来るようになる。

　　・疾病や食物アレルギーなどの疾患に対する対応を取得し、適切な

　　対応ができるようになる。

【授業の内容】

　　第1回　子どもの健康と食生活の意義①　体の成長発達と栄養

　　第2回　子どもの健康と食生活の意義②　食生活の現状と課題

　　第3回　妊娠・授乳期の生理と栄養

　　第4回　乳児の発育と栄養

　　第5回　調乳実習　　〔実習〕調乳法を実習する

　　第6回　離乳食の役割・離乳食の進め方

　　第7.8回　離乳食調理実習

　　第9回　栄養に関する基本的知識①　栄養とは何か　

　　第10回　栄養に関する基本的知識②　３大栄養素

　　第11回　栄養に関する基本的知識③　ビタミン・ミネラル

　　第12回　栄養素の消化吸収

　　第13回　日本人の食事摂取基準

　　第14回　生涯発達と食生活　

　　第15回　試験

　　第16回　幼児期の心身の発達と食生活①幼児期の成長と発達

　　第17回　幼児期の心身の発達と食生活②演習

　　第18回　幼児期の心身の発達と食生活③幼児期の栄養の特徴

　　第19回　幼児食の調理　　献立作成

　　第20回　幼児食の調理

　　第21回　学童期の心身の発達と食生活

　　第22回　幼児期における食育とは　　　

　　第23回　食育計画の作成、評価

　　第24回　子どもへの食育の実際（演習）

　　第25回　家庭への食の支援

　　第26回　児童福祉施設における食事の提供

　　第27回　児童福祉施設における食事の提供　保育所

　　第28回　特別な配慮を要する子どもの食と栄養①　

　　　　　　　　　障がいのある子どもへの対応

　　第29回　特別な配慮を要する子どもの食と栄養②　

　　　　　　　　　食物アレルギーのある子どもへの対応

　　第30回　試験

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小テスト・レポート・発表等の課題に取り組むこと。

　　（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】発表・小テスト等を復習すること。次回の授業範囲を

　　予習し、専門用語等を理解しておくこと。（学修時間　週２時間）

　　実習後は、実習レポート作成し、授業のまとめ振り返りを行うこ

　　と。

【テキスト・教材】

　　第２版　子どもの食と栄養演習書　　医歯薬出版

　　2017年　2400円+税

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　定期試験　50％

　　小テスト　20％

　　平常点（授業への積極参加・提出課題）30％

　　小テスト は次回授業、試験結果は授業最終回でフィードバックを

　　行う。

【参考書】

　　保育所保育指針

　　幼稚園教育要領

　　授乳離乳の支援ガイド

　　食育計画作成ガイド

【注意事項】

　　保育士必須科目
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子どもの保健２

　保育実践における保健医療活動

塩川　宏郷

３年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　保育の実践において、子どもに起こりうる疾患や事故の特徴を理解

　　することは重要である。本科目においては、子どもの保育あるいは

　　育児において発生するさまざまな保健医療に関連する事柄につい

　　て、基本的な知識を講述し、実際の事例に対して自らがどのように

　　考え行動・実践するかを学ぶ。

【授業における到達目標】

　　子どもの疾病やその予防方法、適切な対応方法について理解する。

　　救急時の対応や事故防止、安全管理について理解する。子どもの心

　　や行動に対するアプローチや保護者との連携について自らプランを

　　たて実践することができる。

　　学生の習得すべき行動として、事例に基づいて情報を収集し自ら考

　　えそれを修正する研鑽力、保育の実践において子どもや保護者に積

　　極的に対応できる行動力、グループで課題に取り組む協働力を身に

　　つける。

　　

【授業の内容】

　　第1週　オリエンテーション、子どもの保健の概要

　　第2週　子どもの発育・発達

　　第3週　ほめ方、叱り方、ことばかけ

　　第4週　自閉症

　　第5週　注意欠如多動症

　　第6週　環境調整、構造化

　　第7週　応用行動分析

　　第8週　保護者とのコミュニケーション

　　第9週　ペアレントプログラム

　　第10週　慢性疾患・アレルギー

　　第11週　アナフィラキシー

　　第12週　子ども虐待

　　第13週　事故

　　第14週　途上国の子ども

　　第15週　まとめと総合討論

【事前・事後学修】

　　事前学修

　　　与えられたテーマ・事例について情報収集し自らの考えをまとめ

　　発表できるよう準備をする（学修時間1時間）

　　事後学修

　　　授業で得られた自分と異なる考え方・実践について振り返りまと

　　める（学修時間1時間）

【テキスト・教材】

　　特に定めない。必要に応じ授業の中で紹介する、または資料を配布

　　する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験50％、授業中の討論参加・課題など50％

　　討論のまとめは最終回に行う。

　　試験のフィードバックはmanabaを通じて行う。

【参考書】

　　小林美由紀「子どもの保健演習ノート　子育てパートナーが知って

　　おきたいこと」診断と治療社

　　林邦雄ほか「子どもの保健Ⅱ」一藝社

　　

　　

【注意事項】

　　プレゼンテーション、グループ討論に主体的・積極的に参加するこ

　　と。事前学修は必須である。

　
社会的養護内容

　　

高橋　誠一郎

３年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　「社会的養護内容」は、２年次前期の「社会的養護」を受けて、

　　居住型の児童福祉施設でどのような支援が行われているか、施設で

　　働く保育士に求められることを講義と演習によって、さらに理解を

　　深める。授業を通して、支援を要する児童への、子ども観や家族

　　観、養育観を養う。さらに、社会的養護の現場をより理解し、権利

　　擁護に基づいた養育への学びを深め、事例等を通して課題について

　　考察する力を養うことを期待する。

　　　また、児童福祉法の改正を受け、大きく変化している社会的養護

　　の制度についても、理解を深める。

【授業における到達目標】

　　社会的養護内容の授業で扱う児童や家庭の状況に理解を深め、学生

　　が修得すべき「行動力」のうち、現状を正しく把握し、課題を発見

　　できるようになる。

　　グループディスカッションを通して、「協働力」のうち自己や他者

　　の役割を理解し、互いに協力して物事を進めることができるように

　　なる。

【授業の内容】

　　　以下のテーマについて、教科書を中心にスライドを使ってすすめ

　　る。ビデオなどの教材の使用や事例検討や演習も行い理解を深め

　　る。　

　　第１週　授業概要、権利擁護

　　第２週　保育士等の倫理及び責務

　　第３週　児童養護の体系と児童福祉施設の概要

　　第４週　児童養護の制度

　　第５週　日常生活支援と施設の暮らし

　　第６週　心の傷を癒し、心を育むための援助（保育士の業務）

　　第７週　心の傷を癒し、心を育むための援助（虐待された子どもへ

　　の支援、虐待への対応）、中間まとめ

　　第８週　親子関係の調整（子どもと家族への支援）

　　第９週　親子関係の調整（虐待した家族への支援）

　　第10週　ソーシャルワークにかかわる知識・技術とその応用１第11

　　週　ソーシャルワークにかかわる知識・技術とその応用２

　　第12週　記録について

　　第13週　行事等の計画について

　　第14週　今後の課題と展望　

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の範囲のテキストを読み専門用語等を調べる。レ

　　ポート・発表等の課題の準備をする。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】毎回フィードバックシートにまとめ翌週に提出、発表

　　・小テスト等の復習（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　中山正雄　編著「実践から学ぶ　社会的養護の内容」（保育出版社

　　　2015年）価格1,810円（税抜）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　毎回の提出物２０％、中間レポート２０％、発表１０％、授業中レ

　　ポート５０％

　　毎回の提出物と中間のレポートについては、次回授業時に、授業中

　　レポートについては授業最終回でフィードバックを行う。

【参考書】

　　『子どもの福祉とこころ』（新曜社）

　　『この子を受けとめて、育むために　育てる・育ちあういとなみ』

　　（全国児童養護施設協議会）

　

生
活
文
化

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－61－
─ 442 ─ ─ 443 ─

生
活
文
化



生
活
文
化

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
保育実習指導１

　　

松田　純子・松井　利恵・大澤　朋子

３年　通年　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　保育士資格を取得するためには、保育所での実習および保育所以

　　外の児童福祉施設での実習が必修となる。

　　　「保育実習指導１」では、保育実習１a（保育園）および保育実

　　習１b（児童福祉施設）のための事前・事後指導を行う。保育所保

　　育・施設保育の現状を把握し、利用児・者の発達や保育者の役割に

　　ついての理解を深めるとともに、先輩の実習報告や外部講師の講話

　　を聞くなどして、これまでに学んできた知識や技能を実際の保育の

　　現場において総合的に実践する応用能力と心構えを養う。また自ら

　　の実習体験を省察する力を身につける。

【授業における到達目標】

　　・保育所保育・施設保育の目的を理解する。

　　・保育所/施設の利用児・者の発達を理解する。

　　・保育士の役割について理解する。

　　・これまでの授業で修得してきた知識や技能を実践する応用能力を

　　　身につける。

　　・実習に臨むための心構えと実際のマナーを身につける。

　　・目標を設定して計画・実行できる「行動力」を身につける。

　　・実習を通して自己成長する「研鑽力」を身につける。

　　・互いに協力して物事を進める「協働力」を身につける。

【授業の内容】

　　１．保育実習１a・保育実習１bの意義・目的

　　２．実習園（施設）オリエンテーションについて

　　３．実習の心構えとマナー（外部講師）

　　４．実習課題の明確化【保育実習１a】

　　５．実習記録の書き方【保育実習１a】

　　６．保育指導案の作成

　　７．実技指導（乳幼児の保育）

　　８．実習に向けて諸注意【保育実習１a】

　　９．保育所保育の実践（1）子どもの発達と保育

　　10．保育所保育の実践（2）保育者の役割

　　11．保育実習１a振り返り（グループ・ディスカッション）

　　12．実習報告【１a】①／実習課題の明確化【１b】

　　13．実習報告【１a】②／実習施設の種別と概要【１b】

　　14．実習報告【１a】③／職員の仕事と実習生の取り組み【１b】

　　15．実習報告【１a】④／実習記録の書き方【１b】

　　16．前期の総括と実習に向けての諸注意【保育実習１b】

　　17．実習報告【保育実習１b】①グループ

　　18．実習報告【保育実習１b】②グループ

　　19．実習報告【保育実習１b】③グループ

　　20．実習報告【保育実習１b】④グループ

　　21．保育実習２実習園（施設）選択について

　　22．児童福祉施設で働く（1）保育所（外部講師※）

　　23．児童福祉施設で働く（2）障害児・者系施設（外部講師※）

　　24．児童福祉施設で働く（3）養護系施設（外部講師※）

　　25．児童福祉施設で働く（4）児童厚生施設（外部講師※）

　　26．保育と儀礼文化（外部講師）

　　27．障害児の家族の支援

　　28．児童虐待と施設養護

　　29．保育実習２に向けて

　　30．総括

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　・保育所や施設でのボランティア等の経験（８時間×３日間）

　　・保育教材の準備や実技練習（週６時間×８週）

　　・実習先の調査・学修（５時間×２実習分）

　　【事後学修】

　　・授業の内容についての復習（週１時間）

　　　・「保育実習１a/１b報告書」作成（３時間×２実習分）

【テキスト・教材】

　　・「保育実習１a（保育園）の手引き」（『保育実習１a日誌』）

　　・「保育実習１b（児童福祉施設）の手引き」（『保育実習１b

　　　　日誌』）

　　・『平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型

　　　認定こども園教育・保育要領〈原本〉』（ﾁｬｲﾙﾄﾞ本社 2017年）

　　　500円（税別）

　　・『基本保育シリーズ⑳ 保育実習』（中央法規 2016年）2,400円

　　　（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・レポート課題30％、平常点（授業への積極参加・提出課題）40％

　　　実習報告30％

　　・課題の評価のフィードバックは、授業評価のコメントにて行う。

【参考書】

　　・授業時に適宜紹介、指示する。

【注意事項】

　　・原則として遅刻や欠席は認めない。

　　・外部講師による特別講義は、講師の都合により日時を変更する

　　　場合がある。

　　・外部講師※は、いずれかの種別より２名を招聘する予定。
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保育実習１ａ（保育園）

　　

松田　純子・山下　晶子

３年　集通　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　保育士資格を取得するためには、保育所での実習及び保育所以外

　　の児童福祉施設等での実習が必修となる。

　　　「保育実習１a」では、保育所において実習を行い、保育所保育

　　の現状を把握し、保育士の仕事や役割について具体的に学ぶととも

　　に、子どもとの実際のふれあいを通して、乳幼児理解を深める。ま

　　た、これまで大学で学んできた知識や技能を基礎としながら、保育

　　の場において、これらを総合的に実践する応用能力を養う。保育の

　　理論と実践の有機的なつながりを理解し、自己課題を明確化して次

　　の学びにつなげたい。

【授業における到達目標】

　　・保育所保育の現状を理解する。

　　・保育士の実際の仕事や役割を理解する。

　　・乳幼児への理解を深める。

　　・保育実践力を身につける。

　　・目標を設定して計画・実行できる「行動力」を身につける。

　　・実習を通して自己成長する「研鑽力」を身につける。

　　・実際の保育現場で自らの役割を果たす「協働力」を身につける。

【授業の内容】

　　・事前指導　※「保育実習指導１」の授業において行う

　　・実習

　　　　実習時期：　６月（予定）

　　　　実習期間：　２週間

　　　　実 習 園：　日野市立保育園　他

　　・事後指導　※「保育実習指導１」の授業と個人面談指導にて行う

　　　　‐実習のまとめ及び反省

　　　　‐実習報告会

　　　　‐実習の評価及び今後の課題の明確化（個人面談指導）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　・実習園によるオリエンテーションを受ける（１時間）

　　・実習の手引きやテキストを読み直す（５時間）

　　・保育教材の準備や実技練習〔実習期間〕（１時間×11日間）

　　【事後学修】

　　・実習日誌を書く〔実習期間〕（３時間×11日間）

　　・実習報告書を作成する（３時間）

　　・自己評価シートで課題を明確にする（１時間）

【テキスト・教材】

　　・「保育実習１a（保育園）の手引き」（『保育実習１a日誌』）

　　・『平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型

　　　認定こども園教育・保育要領〈原本〉』（ﾁｬｲﾙﾄﾞ本社 2017年）

　　　500円（税別）

　　・『基本保育シリーズ⑳ 保育実習』（中央法規 2016年）2,400円

　　　（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・実習園による評価50％、実習日誌・実習報告・個人面談等に

　　　基づく評価50％

　　・実習評価のフィードバックは、個人面談にて行う。

【参考書】

　　・適宜紹介、指示する。

【注意事項】

　　・必修科目の単位を修得しておくこと。

　　・原則として遅刻や欠席は認めない。

　
保育実習１ｂ（児童福祉施設）

　　

大澤　朋子・松井　利恵

３年　集通　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　保育士資格を取得するためには、保育所での実習及び保育所以外の

　　児童福祉施設での実習が必要となる。実習は、これまで学んできた

　　教科全体の知識・技術を基礎として、これらを総合的に実践する応

　　用能力を養うことをねらいとする。また、実習後の振り返りや評価

　　を通じて、次の学びに向けた課題を明らかにすることも重要であ

　　る。

　　保育実習１ｂは、厚生労働省が保育実習実施基準で指定する種別の

　　施設（乳児院、母子生活支援施設、障害児入所施設、児童発達支援

　　センター、障害者支援施設、児童養護施設、児童相談所一時保護施

　　設など）における実習を行い、施設保育の現状を理解し、利用児・

　　者との実際のふれあいを通して、児童福祉についての理解を深め

　　る。

【授業における到達目標】

　　・施設保育の現状を理解する。

　　・施設保育士の実際の仕事や役割を理解する。

　　・保育者としての倫理を学び、修得すべき「美の探求」の内、人格

　　を陶冶しようとする態度を身につける。

　　・修得すべき「行動力」の内、現状を正しく把握し、課題を発見で

　　きる力を身につける。

　　・実際の福祉現場で総合的な「協働力」を身につける。

【授業の内容】

　　・事前指導　※「保育実習指導１」の授業において行う

　　・実習

　　　　実習期間：原則９月～12月

　　　　実習期間：実働11日以上（２週間程度）

　　　　実習施設：東京都、埼玉県、山梨県、神奈川県の乳児院、母子

　　　　　　　　　生活支援施設、障害児入所施設、児童発達支援セン

　　　　　　　　　ター、障害者支援施設、児童養護施設、児童相談所

　　　　　　　　　一時保護施設 等のいずれか１施設

　　・事後指導　※「保育実習指導１」の授業と連携して行う

　　　‐実習のまとめ及び反省

　　　‐実習報告会

　　　‐実習の評価及び今後の課題の明確化（個人面談指導）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　・実習施設によるオリエンテーションを受ける（１時間）

　　・実習施設についての学修（３時間）

　　・実習の手引きやテキストを読み直す（５時間）

　　【事後学修】

　　・実習日誌を書く［実習期間］（３時間×11日間）

　　・実習報告書を作成する（３時間）

　　・自己評価シートで課題を明確にする（１時間）

【テキスト・教材】

　　・『基本保育シリーズ20 保育実習』（中央法規 2016年）2,592円

　　（税込）

　　・資料プリントを配付する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・実習施設による評価50％、実習日誌、実習報告、個人面談等に基

　　づいた評価50％。

　　・実習評価のフィードバックは、個人面談にて行う。

【参考書】

　　・施設の種別にあわせて紹介する。

【注意事項】

　　・実習の実施には、必修科目の単位取得を要する。

　　・原則として、遅刻や欠席は認めない。
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保育者論

　　

別府　愛

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　テーマ

　　　保育者は保育の現場で直面する多様な課題に適切に対応し、子ど

　　もの保育と保護者支援をになっていくことが求められている。

　　　本授業では保育者をめざして学んでいる人たちが、「保育者にな

　　ること」、「保育者であること」において必要であり、かつ考えな

　　くてはならないことについて考え、学び、理解することをめざして

　　いる。

【授業における到達目標】

　　・保育職の意義と保育者の役割と使命について理解する。

　　・保育者の制度的位置づけを理解する。

　　・保育者の専門性について理解する。

　　・保育者の協働について理解する。

　　・保育者の専門的成長について理解する。

　　・保育者の職をとりまく現状と課題について考える。

　　・グループで発表にとりくむことにより協働力を高める。

【授業の内容】

　　第１週　はじめに　授業の進め方と内容について

　　第２週　保育者をめざす　保育者のイメージ

　　第３週　保育者の資格・要件・責務

　　第４週　保育者の仕事と役割～保育者の一日から考える

　　第５週　保育者の専門性～子ども理解と子どもへの関わり方

　　第６週　保育者の専門性～環境構成

　　第７週　保育者がおこなう子育て支援・保護者支援・家庭支援

　　第８週　保育の場における保育者の成長と職場での協働

　　第９週　子どもの権利を守る保育者

　　第10週　保育者の職業生活と働く者としての権利と義務

　　第11週　保育の先駆者たちから学ぶ～欧米の思想家実践家から学ぶ

　　第12週　保育の先駆者たちから学ぶ～日本の思想家実践家から学ぶ

　　第13週　保育者と子ども文化～絵本の紹介(奇数番号グループ）

　　第14週　保育者と子ども文化～絵本の紹介(偶数番号グループ）

　　第15週　まとめと総括

【事前・事後学修】

　　事前学修　テキストの相当箇所、配布資料などを読んでくる。不明

　　点、疑問点をあげる。グループで発表の課題に取り組む。（学修時

　　間　週2時間）

　　事後学修　学修を振り返り、内容を理解できたか確認する。授業中

　　のワークを完成させる。学んだことをもとに、より発展的な課題に

　　取り組む。（学修時間　週2時間）

　　

【テキスト・教材】

　　汐見稔幸・大豆生田啓友編『最新保育講座２　第2版　保育者論』(

　　2016)ミネルヴァ書房　定価2,200円＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的参加）20％、レポートなど提出物20％、試

　　験60％

　　レポートなど提出物は随時、添削、評価して返還、また講義の中で

　　補足する。

【参考書】

　　授業の中で適宜紹介する

　
教育思想史

　　

田中　正浩

３年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、美の探究

【授業のテーマ】

　　　本授業は、初等学校教育の歴史を概観することからはじめ、続け

　　て、近代教育思想のルソー、ペスタロッチ、フレーベル、そして、

　　新教育思想のデューイ、エレン・ケイ、モンテッソーリについて、

　　それぞれの児童観とその教育思想や教育理論・原理を中心に解説

　　し、理解を深める。

【授業における到達目標】

　　　本授業では、将来、教育や保育の実践の場に立とうとする受講者

　　が、近・現代の教育（思想）家の教育・保育思想や、その思想の変

　　遷を学修することで、子どもの教育や保育について一層理解を深め

　　ることを最終的な目標とする。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス

　　第２週　初等学校教育の歴史－幼稚園－

　　第３週　初等学校教育の歴史－小学校－

　　第４週　J・Jルソーの児童観と教育思想

　　第５週　J・Hペスタロッチの教育思想と教育原理

　　第６週　F・Wフレーベルの児童観と教育思想

　　第７週　J・デューイの児童観

　　第８週　デューイの教育本質論と目的論

　　第９週　デューイの教育内容・カリキュラム論

　　第10週　エレン・ケイの児童観と子どもの権利　

　　第11週　エレン・ケイの学校教育論

　　第12週　M・モンテッソーリの児童観

　　第13週　モンテッソーリの教育意味論と目的論

　　第14週　モンテッソーリの教育方法の原理

　　第15週　総括

【事前・事後学修】

　　事前学修…小テスト・レポート・発表等の課題に取り組む。

　　　　　　　（学修時間　週２時間）

　　事後学修…小テストの解答と解説、発表等に対する指摘について

　　　　　　　振り返り、確認する。テキストや資料プリントの次回

　　　　　　　授業範囲を読み、専門用語や人物について調べ、自分

　　　　　　　なりに理解しておく。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　乙訓　稔著『西洋現代　幼児教育思想史』（東信堂　2009年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本体2.300円（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　小テスト（20％）、試験（60％　※テキスト、資料プリント、

　　ノートの持ち込み不可）、平常点〔授業態度・課題提出〕（20％）

　　小テストは次回授業、試験は最終授業で解説し、フィードバックを

　　行う。

【参考書】

　　適宜、紹介、指示する。

【注意事項】

　　　授業形態は講義形式となるが、極力双方向的な授業となるように

　　問いを発信していくので、積極的に発言し、参加してほしい。
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教育課程編成の実際

　子どもの育ちを支える教育課程・保育課程

井上　宏子

３年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　　幼児教育におけるカリキュラムの構造と編成について学ぶ。

　　教育課程、保育課程、指導計画の基本について理解し、乳幼児期の

　　生活が充実し、一人一人の心身の発達が保証されるためには、教育

　　課程、保育課程はどうあるべきか、また、それに基づく指導計画は

　　どうあるべきなのかということについて考えを深める。

【授業における到達目標】

　　〇「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定子ども

　　園教育・保育要領」に示された保育における計画の意義、教育課

　　程、保育課程、指導計画の基本と特徴について理解し、教育実習に

　　おいて指導計画を立案、評価できる知識を修得する。

　　〇学生が修得寸べき「行動力」のうち、目標を設定して、計画を立

　　案・実行する力を修得する。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション・保育における計画の必要性と意義

　　第２週　幼児期の発達の特徴と学び

　　第３週　幼稚園の教育課程の特徴・保育所の保育課程の特徴

　　第４週　教育課程・保育課程の編成

　　第５週　幼児の活動と指導計画

　　第６週　０歳児から２歳児の指導計画

　　第７週　３歳児から５歳児の指導計画

　　第８週　幼稚園・保育所実習における指導案（日案）

　　第９週　幼稚園・保育所実習における指導案（環境の構成）

　　第10週　幼稚園・保育所実習における指導案（保育者の援助）

　　第11週　教育課程・保育課程・指導計画の評価と改善

　　第12週　幼稚園・保育所実習での活動案作成の実際（ゲストティー

　　チャー）

　　第13週　幼稚園・保育所実習での活動案作成の実際

　　第14週　幼稚園・保育所と小学校の連携（ゲストティーチャー）

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】テキスト及び資料において、指示した箇所を次回の授

　　業までに必ず目を通して授業に臨むこと。小テスト、レポート、発

　　表などの課題に取り組むこと。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】授業内容に関連した参考図書などに目を通し、専門用

　　語などは理解しておくこと。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　テキストについては検討中

　　資料は必要に応じて配布の予定

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点６０％（授業態度・提出物の内容）、小テスト４０％、 小

　　テスト及び提出物については、次回授業で解説しフィードバックを

　　行う。

【参考書】

　　幼稚園教育要領

　　保育所保育指針

　　幼保連携型認定子ども園教育・保育要領

　
社会

　　

田中　正浩

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　　本授業では、小学校社会科の理念と目的、意義と役割について理

　　解し、社会科の学習指導において求められる基礎的な知識、技能、

　　実践力の修得めざす。また、社会科成立の歴史的背景を理解すると

　　ともに、学習指導要領における社会科の目標と特質、教育課程にお

　　ける社会科の位置づけについて理解を深める。

【授業における到達目標】

　　　本授業では、小学校社会科を学修することの意味や意義を自身の

　　言葉で説明できるようになるとともに、他の教科目との関連をはじ

　　め、社会科の今日的課題について考察、分析できる力を修得するこ

　　とを最終的な目標とする。

【授業の内容】

　　第１週　社会科の理念と目的

　　第２週　社会科の意義と役割

　　第３週　社会科の歴史－社会科教育の変遷－

　　第４週　社会科の構造と基本的性格

　　第５週　公民的資質の基礎を養う社会科

　　第６週　社会科の目標と内容（3学年）

　　第７週　社会科の目標と内容（4学年）

　　第８週　社会科の目標と内容（5学年）

　　第９週　社会科の目標と内容（6学年）

　　第10週　小学校社会科と生活科、総合的な学習の時間との関連

　　第11週　小学校社会科と道徳教育、中学校地理的分野との関連

　　第12週　社会科と問題解決学習

　　第13週　社会科教育の諸問題－他教科との関連から－

　　第14週　日本の社会科教育の特質

　　第15週　総括

【事前・事後学修】

　　事前学修…小テスト・レポート・発表等の課題に取り組む。

　　　　　　　（学修時間　週２時間）

　　事後学修…小テストの解答と解説、発表等に対する指摘について

　　　　　　　振り返り、確認する。テキストや資料プリントの次回

　　　　　　　授業範囲を読み、専門用語や人物について調べ、自分

　　　　　　　なりに理解しておく。（学修時間　週２時間）

　　

　　　

【テキスト・教材】

　　その他、資料プリントを適宜、配付する。　　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　小テスト（20％）、試験（60％　※テキスト、資料プリント、ノ

　　ートの持ち込みは不可）、平常点〔授業態度・提出課題〕（20％）

　　小テストは次回授業、試験は最終授業で解説し、フィードバックを

　　行う。

【参考書】

　　適宜、紹介、指示する。

【注意事項】

　　　教職に就く、あるいは教職への関心が高いことを前提に授業を進

　　めていくので、意欲をもって取り組んで欲しい。
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理科

　　

小島　敏光

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　　小学校理科の目標および各学年・各区分における基礎的な指導内

　　容の理解を目指します。

　　　小学校理科における各学年の目標と内容構成の考え方を理解する

　　とともに、各学年に系統性を踏まえた指導、小学校理科で取り扱う

　　観察・実験の基本的な操作、安全指導、観察・実験の準備における

　　留意点などを修得する。

【授業における到達目標】

　　・小学校理科の目標や各学年・各区分における内容の構成について

　　修得する。また、各学年の系統性を踏まえた指導、取り扱う観察・

　　実験の基本的な操作、安全指導、観察・実験の準備における留意点

　　などを修得する。

　　・学生が身につけるべき「行動力」のうち、目標を設定して計画を

　　立案・実行できる力と、「協働力」のうち、互いに協力して物事を

　　進める力、「美の探究」のうち、新たな知を創造しようとする態度

　　を特に意識して修得する。

【授業の内容】

　　第１回：小学校教員の理科指導に求められる科学リテラシー

　　第２回：理科教育の目標と内容の系統性

　　第３回：理科の学年目標と内容の構成

　　第４回：理科指導と問題解決

　　第５回：理科教育における観察・実験の意義

　　第６回：実験器具の取り扱いと安全指導

　　第７回：Ｂ区分「生命」（動物の活動、植物の成長）

　　第８回：Ｂ区分「生命」（生命の連続性、生物と環境）

　　第９回：Ａ区分「エネルギー」（光、磁石、電気の働き）

　　第10回：Ａ区分「エネルギー」（物質の運動）

　　第11回：Ａ区分「粒子」（物質の変化）

　　第12回：Ａ区分「粒子」（物質の性質、燃焼）

　　第13回：Ｂ区分「地球」（流水の働き、土地のつくりと働き）

　　第14回：Ｂ区分「地球」（天気の変化、月と太陽）

　　第15回：まとめと各自の課題

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の授業範囲について予習し、専門用語や内容の概

　　要を理解しておくこと。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】レポートの課題の取り組むこと。（学修時間　週２時

　　間）

【テキスト・教材】

　　文部科学省『小学校学習指導要領解説理科編』（大日本図書2008）

　　65円

　　適宜、教材を配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極参加）20％、授業後のレポート40％、提出課

　　題40％により、総合的に評価します。

　　レポートは、次回授業で、提出課題は、授業最終回でフィードバッ

　　クを行う。

【参考書】

　　適宜、授業の中で紹介します。

【注意事項】

　　教職に就くことを前提に授業を進めていきます。意欲をもって、積

　　極的に講義に臨んでほしい。

　
生活

　生活の中での子どもの学び

渡辺　敏・松田　純子

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　幼児の遊びの中での学びについて考え、理解する。また、幼児教育

　　から小学校低学年の教育への連携について理解し、その中での生活

　　科の役割について考える。自分、社会、自然に関する教材の取り扱

　　い方を具体的な体験を通して考え、その指導法についての理解を深

　　める。また、本講義では公園や動物園での校外学習を通して、実際

　　の指導の在り方を考えるようにする。

【授業における到達目標】

　　幼児保育における日本の生活の中の学びを諸外国と比べ考えること

　　で「国際的視野」を培います。また、実際の幼児との活動を下見や

　　計画、その内容の検討を協働で行うことで「研磨力」、「行動力

　　」、「協働力」を身に付けます。自分が幼児と共にどのように生活

　　の中に学びを見出すかを考えることで「美の探求」の態度を身に付

　　けます。

【授業の内容】

　　第１週　幼児の生活の中での学び

　　第２週　幼児の学校での自然観察とその指導

　　第３週　幼児の公園での遊びとその指導

　　第４週　幼児の公園での遊びとその指導の計画

　　第５週　幼児の公園での遊びとその指導の考察

　　第６週　幼児の動物園の見学の方法

　　第７週　幼児の動物園の見学の実際

　　第８週　幼児の動物園の見学の指導計画の作成と検討　

　　第９週　幼児の動物園の見学を生かした遊びの計画

　　第10週　実践動物園の準備　子どもが楽しめる遊びを考える

　　第11週　実践動物園の準備　遊びの材料を考える　

　　第12週　実践動物園の準備　遊び方やルールについて考える

　　第13週　実践動物園の実際　幼児を招待して実際に遊ぶ

　　第14週　実践動物園の振り返り

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　幼児の生活の中での学びの姿をよく考えること（学修時間　週2時

　　間）

　　【事後学修】

　　自分が指導者として幼児の学びを指導する時の内容についてよく考

　　え、文章で表すこと（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　講義の中で紹介する

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　毎回の授業後のレポート30％、課題レポート30％、グループワーク

　　30％、動物園の見学を生かした遊びの取り組み10％等により評価す

　　る。授業後のレポート、課題レポートにはコメントを入れてフィー

　　ドバックします。

【参考書】

　　講義の中で紹介する

【注意事項】

　　具体的な体験をすることが多いので動きやすい服装で参加すること

　

－66－
─ 448 ─ ─ 449 ─



　
家庭

　持続可能な社会の構築に資する作る手と選ぶ目を育てる

馬場　由子

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　指導要領に謳われた「生きる力」について、家庭科で育てるべき力

　　は何かを考え、実践的に育てる方法を学ぶ。持続可能な社会の構築

　　に資する力をもつ主体的に生きる消費者としての態度、家族や地

　　域、自然や環境とともに生きる開かれた個としての態度を、まず自

　　分自身が育てることを目指す。指導要領を精読し、Ａ家族・家庭生

　　活、Ｂ衣食住の生活、Ｃ消費生活・環境の内容を関連させ、他教科

　　との連携を図る題材作りを行う。調理実習と裁縫実習を仲間と協力

　　して行い、話し合いなどを通して協働の学びを体験する。

　　

【授業における到達目標】

　　・調理実習の指導方法と内容を関連させる題材作り。

　　・ミシン実習の指導方法と内容を関連させる題材作り。

　　・持続可能な視点をもつ生活者としての態度。

　　・生活の中で課題を見つけ、解決方法を模索する態度。

　　・自他の役割を理解し、協力して物事を進めることができる。

　　・互いの違いと良さを認め、共感することができる。

　　

【授業の内容】

　　第１週　授業ガイダンス・家庭科教育の基本理念

　　　　　　課題①指導要領の分析・検討

　　第２週　学習指導要領の内容と学習活動

　　　　　　課題②年間指導計画案

　　第３週　生きる力を育てる学習活動の工夫

　　第４週　作る手を育てる①（りんごの皮むきトライアル）

　　　　　　課題③保護者宛プリントと賞状作成

　　第５週　選ぶ目を育てる①（エシカルファッション）

　　　　　　課題④ミシン予習プリント

　　第６週　作る手を育てる②（ミシン実習）

　　　　　　課題⑤Ｔシャツエコバック制作

　　第７週　作る手を育てる③（吾妻袋制作）

　　　　　　課題⑥吾妻袋制作

　　　　　　課題⑦ミシン実習ペーパー

　　第８週　選ぶ目を育てる②（わが家のだし新聞）

　　　　　　課題⑧わが家のだし新聞作成

　　　　　　課題⑨みそ汁実習ペーパー

　　第９週　作る手を育てる④（みそ汁実習）

　　第10週　作る手を育てる⑤（プリン実習）

　　　　　　課題⑩プリンペーパー

　　第11週　選ぶ目を育てる③（情報を読む）

　　第12週　これからの生活に必要な視点

　　第13週　生きる力を育てる題材開発

　　　　　　課題⑪題材開発

　　第14週　題材発表会

　　第15週　まとめと期末定期試験

【事前・事後学修】

　　【事前学修】講義内容に関する指導要領の頁を精読すること。裁縫

　　実習と調理実習の予習課題に取り組むこと。（学修時間　週２時間

　　）

　　【事後学修】講義内容を復習し、必要な情報を収集すること。出さ

　　れた課題に取り組み期限内に提出こと。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　・「小学校学習指導要領解説家庭編」文部科学省

　　・「新しい家庭科５・６」東京書

　　・「小学校５・６年私たちの家庭科」開隆堂

　　※これらのテキストに関しては、授業開始時に指示する。

　　・2018版家庭科ワークノート新版「身近な消費生活と環境」教師用

　　　馬場由子著　地域教材社　290円

　　　・資料等適宜配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　リアクション・ペーパーや模擬授業等（45％）、課題と学年末試験

　　（55％）を合わせ、総合評価する。リアクション・ペーパーや課題

　　は次回授業でフィードバックを行う。

【参考書】

　　・「アクティブラーニングが育てるこれからの家庭科」監修牧野カ

　　ツコ　地域教材社　2017年2月　1500円

　　・「作る手が子ども達を輝かす」責任編集牧野カツコ　地域教材社

　　　2009年3月　2100円

　　・「わたしがつくる朝ごはん」お茶の水女子大附属学校家庭科研究

　　会　地域教材社　300円

　　・授業内で適宜紹介する。

【注意事項】

　　・指導要領を精読すること。

　　・課題は期限内に必ず提出すること。

　　・授業予定表で課題や持ち物を確認し、忘れ物をしないこと。

　　・調理実習や裁縫実習で使用するエプロン、三角巾、布巾、古Ｔシ

　　ャツ、手ぬぐいを準備すること。

　　・包丁の使い方と運針の練習をすること。

　　・アンテナをたてて必要な情報を収集すること。
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初等教科教育法（社会）

　　

笹川　啓一

３年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　　小学校社会の目標、内容、方法、評価の関連を意識しつつ、公民

　　的資質の基礎を養う教育法の習得を目指します。そのために、年間

　　指導計画、単元指導計画、研究授業を想定した本時案を作成しま

　　す。また、本授業では、前期に学んだ小学校社会科の理念や特色を

　　踏まえて、児童が興味や意欲を持って取り組める社会科教育法の習

　　得を目指します。

　　　具体的には受講生が自ら作成した学習指導案を基にした模擬授業

　　を行い、その活動を通じて受講生が小学校社会科に対する関心や理

　　解等を一層深め、上記のような授業実践能力を身につけることを目

　　標とします。

【授業における到達目標】

　　　本科目はディプロマポリシーの「課題解決のために主体的に行動

　　する力」の習得と関連します。具体的には以下の項目です。

　　1．小学校学習指導要領に則って社会科の目標を設定し、それを踏

　　まえた年間指導計画、単元指導計画、本時案の3つの教育計画を作

　　成できるようになる。そして、それらを理解したうえで、児童や地

　　域の実態に即した授業を行うことができるよう力を身につける。

　　2．模擬授業で得た反省や課題を踏まえて、よりよい授業を行うた

　　めに必要な問題解決能力（問題を解決する力と新たな問題を発見す

　　る力）を身につける。

【授業の内容】

　　第１週　社会科の特徴と基本的課題

　　第２週　小学校学習指導要領（社会科）の目標と内容

　　第３週　指導計画の作成（1）指導計画の種類と書き方

　　第４週　指導計画の作成（2）年間指導計画の作成

　　第５週　指導計画の作成（3）単元指導計画の作成と評価規準

　　第６週　指導計画の作成（4）単元指導計画と本時案の作成

　　第７週　指導計画の作成（5）本事案の作成

　　第８週　模擬授業の準備（1）指導計画の提出と模擬授業の準備

　　第９週　模擬授業の準備（2）授業ビデオ視聴と模擬授業の準備

　　第10週　模擬授業（1）模擬授業の準備、担当1の模擬授業

　　第11週　模擬授業（2）担当2、担当3の模擬授業

　　第12週　模擬授業（3）担当4、担当5の模擬授業

　　第13週　模擬授業（4）担当6、担当7の模擬授業

　　第14週　模擬授業の振り返り、授業改善の方法

　　第15週　まとめ、復習

【事前・事後学修】

　　【事前学修】課題作成や模擬授業等の準備（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】小学校学習指導要領解説（社会編）や指導書等の精読

　　（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　文部科学省『小学校学習指導要領解説　社会編』

　　※平成29年6月に発表された「小学校学習指導要領解説社会編」を

　　使用します。詳細については、改めて指示をします。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　期末レポート80％、指導計画の提出20％とします。

　　　レポートは、指示した設問に適切に回答しているか、自分の所見

　　について筋道を立てて論じているかを基準とします。レポートは採

　　点後にコメントをつけて返却します。

　　　指導計画については、模擬授業をよりよい内容にするために、添

　　削したうえで返却します。小学校学習指導要領に準拠しているかど

　　うか、一回の授業内容として適切かなどを見ます。

【参考書】

　　適宜、紹介、指示をします。

　
初等教科教育法（理科）

　　

小島　敏光

３年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　　小学校理科の目標、内容、評価等について改めて学び、具体的な

　　授業実践事例をもとに理科教育法の理解を深める。その上で、子供

　　の自然認識に基づく授業のあり方、教材づくり、予備観察・実験、

　　指導案作成、模擬授業実践、授業検討会等を行い、理科授業を構成

　　する実践力を修得する。

【授業における到達目標】

　　・理科教育法の理解を深めるとともに、理科授業を構成する実践力

　　（予備観察・実験、指導案作成、授業展開等）を修得する。

　　・学生が身につけるべき「研鑽力」のうち、学修成果を実感して自

　　信を創出できる力と、「行動力」のうち、目標を設定して計画を立

　　案・実行できる力を特に意識して修得する。

【授業の内容】

　　第１回：学力調査の結果と理科の資質・能力

　　第２回：小学校理科が目指す授業

　　第３回：小学校理科で求める授業力

　　第４回：小学校理科の授業１（実習生）

　　第５回：小学校理科の授業２（指導教官）

　　第６回：問題解決の指導過程・子供の見方・考え方

　　第７回：学習指導案の構成内容と教材の作成

　　第８回：教材研究と予備観察・実験

　　第９回：模擬授業と検討会１

　　第10回：模擬授業と検討会２

　　第11回：模擬授業と検討会３

　　第12回：模擬授業と検討会４

　　第13回：現代的課題１（校種間の系統性、他教科との連携、

　　　　　　　　　　　　　総合的な学習、環境教育）

　　第14回：現代的課題２（次期学習指導要領への取組）

　　第15回：理科授業の評価と評価規準、まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の授業範囲を予習し、専門用語等を理解しておく

　　こと。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】授業のまとめ、考察等のレポート課題に取り組むこ

　　と。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　文部科学省『小学校学習指導要領解説理科編』（大日本図書2008）

　　65円

　　適宜、教材を配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極参加）20％、授業後のレポート40％、提出課

　　題40％により、総合的に判断します。

　　授業後のレポートは、次回授業、提出課題は、授業最終回でフィー

　　ドバックを行う。

【参考書】

　　適宜、授業の中で紹介します。

【注意事項】

　　教職に就くことを前提に授業を進めていきます。意欲をもって、積

　　極的に取り組み、小学校理科の授業実践力を身に付けてほしい。

　

－68－
─ 450 ─ ─ 451 ─



　
初等教科教育法（生活）

　生活科の授業研究

渡辺　敏

３年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　小学校、生活科設置の背景を理解する。そのうえで実際に自分が生

　　活科の内容を体験し、そこでの子どもの学びとその指導方法を考

　　え、理解する。生活科の各学年の内容の系列を理解したうえで、指

　　導案を作成し模擬授業を行う。模擬授業とその話し合いを通して教

　　師になるための実践力を高める。

【授業における到達目標】

　　小学校生活科の歴史的な変遷を諸外国の教育事情と比較し考えるこ

　　とで「国際的視野」を培います。実際の見学や教材研究、指導案作

　　成、模擬授業とその話し合いを通して「研磨力」、「行動力」、「

　　協働力」を身に付けます。15回の授業を通してよりよい生活科の授

　　業を考えることで「美の探求」の態度を身に付けます。

【授業の内容】

　　第１週　幼児教育と生活科の繋がり

　　第２週　生活科と総合的な学習の時間との関連

　　第３週　生活科の内容

　　第４週　生活科、学校探検の方法

　　第５週　生活科、学校探検のまとめと発表

　　第６週　生活科、町探検の方法

　　第６週　生活科、町探検の実際

　　第７週　生活科、町探検のまとめと発表

　　第８週　生活科の指導案の作成

　　第９週　生活科の指導案の検討

　　第10週　生活科の模擬授業　スタートカリキュラムに関わること

　　第11週　生活科の模擬授業　主に自分と人や社会に関わること

　　第12週　生活科の模擬授業　主に自分と自然に関わること

　　第13週　生活科の模擬授業　主に自分自身に関わること

　　第14週　生活科の模擬授業　主に生活特有の学びに関すること

　　第15週　生活科、まとめのレポート作成と話し合い

【事前・事後学修】

　　【事前学修】生活科の指導内容とそのねらいを学習指導要領解説を

　　読んでよく理解しておくこと。テストに向けて予習をすること。自

　　分が行いたい生活科の授業案を考えること。（学修時間　週2時間

　　）

　　【事後学修】テストの復習をすること。模擬授業の振り返りをし、

　　より良い授業について考えること（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　文部科学省『小学校学習指導要領解説　生活編』（東洋館出版　

　　2018年刊行予定）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　生活科探検のまとめ30％、生活科まとめのレポート30％、グループ

　　ワーク20％、テスト20％等により評価する。生活科探検のまとめ、

　　生活科まとめのレポートにはコメントを入れてフィードバックしま

　　す。

【参考書】

　　講義の中で紹介する。

【注意事項】

　　町探検をする時には、新撰組の歴史や日野の地理的役割について理

　　解する事。

　　模擬授業では子どもたちが主体的に取り組む学習を考えて指導案を

　　作成すること。

　
初等教科教育法（家庭）

　　

馬場　由子

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　家庭生活を大切にし、持続可能な社会の担い手となる生活者を育て

　　る家庭科の学習内容を学び、指導方法を考える。時代の変化と今を

　　生きる子ども達のニーズに即した課題を解決する力を養い、実践的

　　態度を育てる学習題材を模索する。実践的・体験的学習を通して、

　　自らの実践力を高める。自分自身の生活を見つめ直し、家庭科を学

　　ぶ意味を考える。家庭科教育について理解を深め、家庭科指導に必

　　要な基礎的知識・技能の習得及び実践力育成のため、調理と裁縫実

　　習、年間指導計画と指導案を作成し模擬授業を行う。班活動を通じ

　　協働の学びを体験する。

【授業における到達目標】

　　・実践的・体験的学習を通して、自らの実践力を高める

　　・家庭科教育について理解を深める

　　・家庭科指導に必要な基礎的知識・技能の習得

　　・年間指導計画と指導案作成

　　・班活動を通じ協働の学びを体験する。

【授業の内容】

　　第１週　教育課程の変遷と家庭科の学び

　　　　　　課題①年間指導計画

　　　　　　課題②生活レポート

　　第２週　家族・家庭生活に関する学習内容と指導法

　　　　　　課題②生活時間調べ

　　第３週　持続可能な社会の担い手としての観点から住生活を考える

　　　　　　課題③オリジナル題材

　　第４週　衣生活に関する学習内容と指導法

　　　　　　課題⑤運針練習

　　第５週　裁縫実習（生活に役立つ物の製作）

　　　　　　課題⑥制作作品

　　第６週　作品鑑賞会（協働の学びの観点で作品評価）

　　第７週　食生活に関する学習内容と指導法　　

　　　　　　課題⑦食事調べ

　　第８週　持続可能な社会の担い手としての観点から食生活を考える

　　　　　　課題⑧炊飯実習プリント

　　第９週　調理実習（米飯文化に学ぶ）

　　第10週　消費生活・環境に関する学習内容と指導法

　　第11週　指導案の作成方法と評価

　　　　　　課題⑨指導案作成

　　第12週　模擬授業①指導案作成のための教材研究（情報機器及び教

　　材の活用を含む）

　　　　　　課題⑩教材製作

　　第13週　模擬授業②模擬授業実践

　　第14週　これからの家庭科教育の課題

　　第15週　まとめと期末定期試験

【事前・事後学修】

　　【事前学修】講義内容に関する指導要領の頁を精読すること。裁縫

　　実習と調理実習の予習課題に取り組むこと。（学修時間　週２時間

　　）

　　【事後学修】講義内容を復習し、必要な情報を収集すること。出さ

　　れた課題に取り組み期限内に提出こと。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　「小学校学習指導要領解説家庭編」東洋出版社、「新しい家庭科5

　　・6」東京書籍、「小学校5・6わたしたちの家庭科」開隆堂

　　※これらのテキストに関しては、授業開始時に指示する。

　　家庭科ワークノート「身近な消費生活と環境（教師用）」地域教材

　　社　2018年度版　290円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　定期試験と課題（55％）、毎回の授業の最後に提出するリアクショ

　　ンペーパーと模擬授業（45％）　課題やリアクションペーパーのフ
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　 　　ィードバックは次週返却時に、模擬授業は授業時にコメントする。

【参考書】

　　授業中に適宜資料を配布、「作る手が子どもたちを輝かす」地域教

　　材社　2009年3月　2100円、「アクティブラーニングが育てるこれ

　　からの家庭科」地域教材社　2017年2月　1500円、「わたしがつく

　　る朝ごはん」地域教材社　300円

【注意事項】

　　・指導要領を精読すること。

　　・課題は期限内に必ず提出すること。

　　・授業予定表で課題や持ち物を確認し、忘れ物をしないこと。

　　・調理実習や裁縫実習で使用するエプロン、三角巾、布巾を準備す

　　ること。

　　・包丁の使い方と運針の練習をすること。

　　・アンテナをたてて必要な情報を収集すること

　
教育実習指導（小学校）

　子どもたちと共に成長し、信頼される教師を求めて

南雲　成二・渡辺　敏

３年　通年　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　公立小学校で実施される３年次「教育実習」を充実させる為、事前

　　指導・事中支援・事後指導の三層構造で講義内容を構成。事前指導

　　では実習に関する諸準備や教育実習の意義・目的を確認する。学習

　　指導力の向上と充実の為に「指導案作成と模擬授業・授業研究演習

　　」を丁寧に試みる。事中支援は２週間目と４週間目の訪問指導を重

　　点的に行う。事後指導では、教育実習期間中に実践した学習指導案

　　と授業記録を基に、児童にとって＜わかる・できる・つかえる＞学

　　力伸長実現の為の学習指導のあり方について考察する。併せて、児

　　童理解、小学校教育の課題把握を深め、教員採用試験に結ぶ教師力

　　の育成を図る。教科学習指導力の充実と相補的に教職教養の基盤と

　　しての「教育原理・教育心理・教育法規・教育史・教育時事問題」

　　についても教育実習との関連で要所を学び、実践的理解を深める。

【授業における到達目標】

　　①教育実習ノートを活用し、実践記録の取り方や授業評価・改善の

　　観点、その方法を身につけることができるようになる。13教科の学

　　習指導案や全日経営案の書き方を修得する。児童理解を基盤とした

　　ノート指導、ワークシートや板書や発問内容の構成と学習指導・支

　　援ができるようになる。②教育実習を通して日本の教育について考

　　え「国際的視点」を身に付ける。実習での学びを生かし、自分の課

　　題を見つけ、実際の指導を考え、互いに学び合うことで「研鑽力」

　　「行動力」「協働力」を身に付ける。30回の学習を通して将来の自

　　分の教師像を追求することで「美の探究」の態度を身に付ける。

【授業の内容】

　　第１回　オリエンテーション：教育実習の意義と目的及び概要

　　第２回　一日の勤務と４週間の流れ（習得内容のおさえ）

　　第３回　観察・参加・実習の仕方と実習日誌の書き方、記録方法

　　第４回　実習学年での実施授業と研究授業及び研究会について

　　第５回　全日経営案の書き方・留意点のおさえ、経営案試作

　　第６回　児童理解について（配慮を有する児童への支援と指導）

　　第７回　学級担任の心構え（防犯防災人権教育、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ）

　　第８回　教育公務員の服務規程等、主要教育法規に関する再学習

　　第９回　教材研究の仕方と学習指導案の書き方＜復習応用発展＞

　　※１年「教育方法技術」学習単元構成の原理と方法を基に作成

　　※5月～6月が実習期間となる学生の為に集中講義や入れ替え有り

　　第10回　実践模擬授業準備①（発問・板書・ﾜｰｸｼｰﾄとﾉｰﾄ指導等）

　　第11回　実践模擬授業準備②（学習内容と学習形態と学習過程）

　　第12回「模擬授業①教科編」（授業研究の為の記録の取り方）

　　　　　＜国語科又は総合的な学習の時間〔読書単元〕を通して＞

　　第13回「模擬授業②領域編」（学級経営や児童理解との関係）

　　　　　＜特別活動を中心に＞

　　第14回　教育実習研究授業参観と実習体験報告

　　第15回　前期「教育実習指導」のまとめ

　　第16回　後期オリエンテーション。

　　第17回　実践模擬授業準備③（実習経験を活かした指導案作成）　

　　第18回「模擬授業③」（子どもの学びと授業評価・改善）

　　第19回「担当学年　学級経営案」を考察する　　

　　第20回「担当学年　教科・領域経営案」を考察する

　　第21回「保護者・地域・関連機関」との協働連携を考察する

　　第22回「模擬授業④」（教育実習での課題から①）例：小学校

　　第23回「模擬授業⑤」（教育実習での課題から②）外国語活動

　　第24回「模擬授業⑥」（教育実習での課題から③）（英語）の

　　第25回「模擬授業⑦」（教育実習での課題から④）学習室づくり　

　　第26回「模擬授業⑧」（教育実習での課題から⑤）

　　第27回　日野市の発達支援の在り方の理解

　　第28回　日野市の発達支援施設「エール」の見学

　　第29回　特別に支援が必要な児童の学習指導

　　第30回　まとめ（生活文化論演習や「卒論テーマ」との関係）
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　 【事前・事後学修】

　　【事前学修】各教科自作学習指導案、公開授業研等で収集した指導

　　案綴りを活用できるようにする。レポート・小論文・発表等の課題

　　に取り組むこと。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】実習中の子ども・教職員・保護者域に具体的に関わる

　　力、実習終了後の整理整頓と実践課題把握力・追求力の形成に取り

　　組むこと。レポート・発表・実習ノートを中心としたポートフォー

　　リオ評価の充実を図ること。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　「手作り教育実習の手引き」等、必要に応じて配布、提示。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（教育実習と授業への積極的な参加）50％、模擬授業、課題

　　レポートや小論文、児童理解力や教科指導力向上のための質疑・協

　　議への参加内容と態度50％で、総合的に評価します。課題レポート

　　や小論文はコメントを入れてフィードバックします。

【参考書】

　　☆『学習指導要領・各解説編』2008年度版と2017年度告示版

　　☆『評価基準の作成評価方法等の工夫・改善のための参考資料』（

　　Ｈ23.11版と2018年以降刊行予定の改訂版）

　　☆H27.8　文部科学省教育課程企画室編『論点整理』

　　☆H28.121「中央教育審議会最終答申（第197号）」P1～P243

　　　　　　と補充資料群（１）別紙（２）別添資料（３）補足資料

　　☆『月刊初等教育資料』（文部科学省）

【注意事項】

　　「４週間の小学校教育実習」を通して「教師・教員・教諭・先生」

　　としての自分の適性・可能性をしっかり吟味すること。なにより子

　　どもたち一人ひとりの「学び」「生活世界」をしっかりと見つめ、

　　支援人と指導人としての自分自身を見つめること。

　
教育実習（小学校）

　学び手も教え手も共に納得のいく学習創造をめざして

渡辺　敏

３年　集通　4単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　大学において得た教育理論や教育方法を、小学校教育現場におい

　　て授業観察、授業参加、授業実施と評価・改善（反省）を通して、

　　実証的、実践的あるいは実験的に研究し、教育理論や教育方法を応

　　用できる実践的指導力の基礎を体得する。併せて、教師の仕事、そ

　　の役割と使命についてよく考え、７歳から12歳までの「子どもの発

　　達と学習、人間的成長」を注意深く見つめ支援する基礎を養う。

　　１　教科の単元や題材の内容が児童の発達段階や学習実態に即して

　　　如何に計画・構成されているか、実習校の教育課程を理解する。

　　２　子ども一人ひとりの学習実態を基盤に、教科の目標や内容に応

　　　じて学習指導案を作成し、学習指導・支援の方法を理解する。

　　３　道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動等の必要性

　　　と指導法の理解を深める。

　　４　地域や学校、児童の実態に応じて、特色ある学校経営や学年・

　　　学級経営について理解を深め、教師としてその推進に参画する。

　　５　児童の発達や心理、生活世界への理解を深めると共に、教師の

　　　仕事、教師の役割について理解をふかめる。併せて、教員として

　　　の勤務内容や服務規程、教育公務員としての立場を理解する。

【授業における到達目標】

　　教育実習を行い、現場から教師の実際の仕事を広く学ぶことで「国

　　際的視野」、「美の探求」の態度を身に付けます。実習中に研究授

　　業を行い、実習校の教員、大学教員と協議することで「研磨力」、

　　「行動力」、「協働力」を身に付けます。

【授業の内容】

　　第１週（観察参加実習、指導講話、学習指導計画の作成）

　　　　観察参加実習を行う場合は、教科等の学習指導、児童の行動、

　　　　教育環境や教師の服務等の観点に従って、個々の課題を設定　

　　　　し、それを基に記録を残す。そして、それを整理し、学習指導

　　　　の成立のポイントを捉える。

　　第２週～第３週（指導講話、学習指導の実際及びその指導）

　　　　学校の教育課程や指導計画に従って教科等の学習指導の計画、

　　　　つまり授業設計（単元や題材の研究、教材の分析、学習指導案

　　　　の作成、発問計画や板書計画の作成、教具や教材等の作成）を

　　　　行い、それを基に学習指導を実施、授業実践を重ねる。学習指

　　　　導の実践後指導教諭の指導のもと、発問や板書、教具や教材、

　　　　学習者のプリントを基に学習指導の実際を丁寧に振り返る。そ

　　　　して、学習指導（授業）改善の課題を明確にする。

　　第４週　「全日経営」や「研究授業とその反省会」を通して、４週

　　　　間の小学校実習のまとめをする。授業改善の課題を踏まえて、

　　　　学習指導の準備を行い、それに従って学習指導を実践し、実践

　　　　的指導力を身に付ける。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】教育方法・技術、カリキュラム論、児童教育法、教科

　　教育法、特別活動等の内容を振り返る。学習指導要領と各解説編、

　　「評価基準参考資料」を基に該当学年の学習内容をおさえ、授業準

　　備する。（学修時間　毎日２時間～）

　　【事後学修】参観授業・実施授業も共に「観点」を明確に「授業評

　　価・改善のレポート」を作成する。（学修時間　毎日２時間～）

【テキスト・教材】

　　幼小コース第Ⅰ～Ⅲ期生による教育実習経験から産み出されてきた

　　『教育実習ノート』及び『小学校教育実習の手引き』を活用して、

　　各自の教育実習に取り組む。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　☆教育実習校の評価…40％　☆教育実習校の特色や重点研究内容の

　　理解。実習学年の教科指導力、児童理解・支援力、特に全日経営の

　　内容と研究授業の取り組みとその評価・改善…30％　☆教育実習（

　　事前・事中・事後）の記録・ポートフォーリオの充実…30％

　　以上３観点を総合的に評価する。全日経営、研究授業、実習記録に
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　 　　ついて教員からフィードバックを行います。

【参考書】

　　『小学校学習指導要領』『小学校学習指導要領解説』『評価規準の

　　作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料』

【注意事項】

　　小学校におけるアクティブラーニングの充実をめざす。

　
教育実習ｂ（幼稚園）

　　

井口　眞美

３年　集通　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　幼稚園教諭免許状の取得希望者（幼小コース）は、教育実習ｂを

　　履修し幼稚園での2週間の実習を行う。

　　　ここでは幼稚園の実態を的確に把握し、幼稚園教育についての実

　　際を学ぶと同時に、子どもと実際のふれあいを通して幼児理解を深

　　める。また、これまで大学で学んできた知識や技能を基礎としなが

　　ら、保育の場においてこれらを総合的に実践する応用能力を養う。

　　保育の理論と実践の有機的なつながりを理解し自己課題を明確にし

　　て次の学びにつなげることが大切である。

【授業における到達目標】

　　○学修を通して自己成長する力を育む

　　・これまでの大学での学びを活かし、保育を実践することで幼児理

　　　解を深め、行動力を身につける。

　　・小学校教育との違いを踏まえつつ保育を行い、学ぶ愉しみを知り

　　　実践的な知識・技能を高める。

　　・実習現場における学修成果を実感し、研鑽力、協働力を身につ

　　　け、教師としての自信を創出する。

【授業の内容】

　　・事前指導　…「幼児教育法」の授業において行う。

　　・実習

　　　　実習時期：２月（予定）

　　　　実習期間：２週間

　　　　実習園　：公立、私立幼稚園　他

　　・事後指導　…個人面接指導にて行う。

　　　　実習のまとめおよび反省

　　　　実習報告会（４年次４月）

　　　　実習の評価および今後の課題の明確化（個人面接指導）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】（毎日1時間）

　　・実習園によるオリエンテーションを必ず受ける。予め「教育実習

　　　（幼稚園）の手引き」（『教育実習ｂ日誌』）をよく読んでおく

　　　こと。

　　・保育に先がけ、ピアノ練習、保育教材の準備を行う。

　　【事後学修】（毎日2時間）

　　・日誌により、保育の振り返りを行う。

【テキスト・教材】

　　『幼保連携型認定こども園保育・教育要領 幼稚園教育要領 保育所

　　保育指針』内閣府・文部科学省・厚生労働省 チャイルド社 2017年

　　（540円）

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　実習園による評価50％、実習日誌・実習報告・個人面接等に基づい

　　た評価50％

　　実習園からの評価をふまえ、担当教員による個人面談を行い、学び

　　のフィードバックを行う。

【参考書】

　　適宜紹介・指示する。

【注意事項】

　　・必修科目の単位を修得しておくこと。

　　・学外実習（幼稚園）が中心となる授業であるため、原則として遅

　　　刻・欠席は認めない。
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ゼミナール

　　

担当教員全員

３年　通年　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　各担当教員の研究室において、専攻領域の学問についてより深く

　　学び、翌年度の卒業論文研究に取り組むことのできる基本的な研究

　　能力を身につけることを達成目標とする。なお、具体的な内容は各

　　担当教員による。

【授業における到達目標】

　　・卒業論文の作成に向けて、基本的な調査方法を習得したり、文献

　　　調査を進めたりして学びを深め、「美の探究」に努める。

　　・研究テーマに関する学習を自主的に進めたり、意欲的に発表を　

　　　行ったりし、研鑽力、行動力を高める。

　　・グループワークにおいては、自己の役割を理解し、仲間と協力し

　　　て課題を遂行する。

【授業の内容】

　　（前期）

　　第１回　ガイダンス

　　第２回　卒業研究の基礎①　文献資料の種類

　　第３回　卒業研究の基礎②　図書館の利用法

　　第４回　卒業研究の基礎③　文献の探索

　　第５回　卒業研究の方法①　文献調査

　　第６回　卒業研究の方法②　リサーチ

　　第７回　卒業研究の方法③　観察・実験など

　　第８回　研究テーマの設定①　文献資料から検討する

　　第９回　研究テーマの設定②　ディスカッション

　　第10回　研究テーマの設定③　プレゼンテーション

　　第11回　文献研究①　先行研究の活用

　　第12回　文献研究②　図表の読み方

　　第13回　文献研究③　データの解釈

　　第14回　研究倫理について

　　第15回　まとめ

　　（後期）

　　第１回　ガイダンス

　　第２回　卒業論文の構成①　論文とは何か

　　第３回　卒業論文の構成②　問題の設定

　　第４回　卒業論文の構成③　目的の設定

　　第５回　中間発表①　プレゼンテーションの方法

　　第６回　中間発表②　プレゼンテーションの準備

　　第７回　中間発表③　プレゼンテーションの実際

　　第８回　卒業論文の再構成①　テーマの再考

　　第９回　卒業論文の再構成②　問題設定の再考

　　第10回　卒業論文の再構成③　目的の再考

　　第11回　研究計画①　方法論について

　　第12回　研究計画②　実施計画

　　第13回　研究計画③　計画の確認

　　第14回　卒業論文（4年）に向けて

　　第15回　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　　研究テーマについての予習・文献調査等（学修時間：週２時間）

　　【事後学修】

　　　研究テーマについての復習・再構成等（学修時間：週２時間）

【テキスト・教材】

　　各担当教員の指示に従うこと。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　平常点50％（研究テーマ・課題への取り組み、授業内の発表、質

　　疑への参加など）、期末課題等50％

【参考書】

　　各担当教員の指示に従うこと。

　
原書講読ａ

　　

細江　容子

３年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　新フロイト派、フロイト左派とされるドイツの社会心理学、精神

　　分析、哲学者であるErich Seligmann Frommの“Art of Loving”の

　　購読を行う。本書は、『自由からの逃走』、『人間における自由』

　　の理論を補完する内容である。本講義では、彼の著書『自由からの

　　逃走』、『人間における自由』、『希望の革命』、『生きるという

　　こと』など、彼の様々は著作をもとに毎回議論を行う。

　　　授業では、担当箇所について読み、レジュメを作成し、人数分配

　　布して発表する。また、発表者以外の履修者も、各回の授業で発表

　　者に質問できるよう、毎回テキストを読むと同時に様々な文献にあ

　　たり質問を準備する。発表者は質問に答えられるよう、質問を想定

　　し専門書等にあたるなどして、準備を行う。

　　　本講義は、人間関係と社会構造との関わりついて理解を深めるこ

　　とを目的とする。

【授業における到達目標】

　　・人間関係と社会構造との関わりついて理解する。

　　・人間関係がどの様なものを基礎としてなりたっているかを考え　

　　　る。

　　・人間関係と社会構造との関わりついて考える。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス・受講上の注意、担当箇所決め

　　第２週　Chap.Ⅰ Is Love an Art?

　　第３週　Chap.Ⅱ The Theory of Love 1.Love, the Answer to the

　　 Problem of Human Existence

　　第４週　Chap.Ⅱ The Theory of Love 1.Love, the Answer to the

　　 Problem of Human Existence

　　第５週　Chap.Ⅱ The Theory of Love 2.Love Between Parent and

　　 Child

　　第６週　Chap.Ⅱ The Theory of Love 3.The Objects of Love

　　Brotherly Love

　　第７週　Chap.Ⅱ The Theory of Love 3.The Objects of Love

　　Motherly Love

　　第８週　Chap.Ⅱ The Theory of Love 3.The Objects of Love

　　Exotic Love

　　第９週　Chap.Ⅱ The Theory of Love 3.The Objects of Love

　　Self- Love

　　第10週　Chap.Ⅱ The Theory of Love 3.The Objects of Love

　　Love of God

　　第11週　Chap.Ⅲ Love and Its Disintegration in Contemporary

　　Western Society

　　第12週　Chap.Ⅲ Love and Its Disintegration in Contemporary

　　Society

　　第13週　Chap.Ⅳ The Practice of Love

　　第14週　Chap.Ⅳ The Practice of Love

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】発表者は、発表のレジュメの準備だけでなく、質問を

　　想定して準備を行う。発表に際して複数の文献にあたる。発表者以

　　外の履修者は、各回の授業で発表者に質問できるよう、

　　毎回テキストを読んで授業に出席する。（２時間以上）

　　【事後学修】各回の授業による内容を確認し次回の講義の質問に対

　　応する。（１時間以上）

　　

【テキスト・教材】

　　Erich Seligmann Fromm “Art of Loving”（Harper Perennial

　　Modern Classics 2006）USA ＄14,99　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　平常点（担当箇所の発表、発表者でないときも含めた質疑応答な
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【参考書】

　　　授業内で指示する。　

【注意事項】

　　第１回目に担当箇所決めを行う。履修を希望する者は、第１回

　　目の授業に必ず出席すること。

　
心理調査・検査法１

　　

長崎　勤・島崎　敢

３年　前期　2単位　２時限連続

◎：行動力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　　心理調査法の内容については、前期は、心理調査の設計と実施方

　　法について学ぶ。

　　　心理検査法の内容については、アセスメントは何のために行うの

　　か?から考える。前期は、知能検査（田中ビネーとWISCⅣ検査）の

　　理論と実施方法を、グループワークによって演習を行う。

【授業における到達目標】

　　心理調査を設計し実施できる。

　　心理検査を実施できる。

　　そして、「研鑽力」・「行動力」・「協働力」の基礎を身につけ

　　る。

【授業の内容】

　　第１週　前期オリエンテーション（心理調査法について）　ガイダ

　　ンス、心理調査法による人間理解：心理調査法の実施方法① 仮説

　　構成

　　第２週　前期オリエンテーション（心理検査法について）

　　第３週　心理調査法の実施方法②　調査目的と調査方法　調査方法

　　の決め方：心理調査法の実施方法③　調査企画と設計　調査企画に

　　おける心理調査の位置づけ

　　第４週　心理検査法：アセスメントは何のために行うのか?

　　第５週　心理調査法の実施方法④　心理調査での仮説構成：調査票

　　作成の基礎①質問文・調査票の作り方

　　第６週　心理検査法：知能検査１　田中ビネー検査（説明）

　　第７週　心理調査法：調査票作成の基礎②③　量的資料収集のため

　　の調査票の作成

　　第８週　心理検査法：知能検査１　田中ビネー検査（演習）

　　第９週　心理調査法の実施方法①　調査の実施方法（調査票の配布

　　・回収法、インタビューの仕方など）：心理調査法の実施方法②　

　　全数調査と標本調査

　　第10週　心理検査法：知能検査２　WISCⅣ（説明）

　　第11週　心理調査法の実施方法③　サンプリングの諸方法：心理調

　　査法の実施方法④　無作為抽出、標本数と誤差　

　　第12週　心理検査法：知能検査２　WISCⅣ（演習）

　　第13週　心理調査法：コーディングと入力①②　調査データの整理

　　（エディティング、コーディング、データクリーニング、コードブ

　　ック作成）

　　第14週　心理検査法：前期まとめ

　　第15週　心理調査法：コーディングと入力③ 調査データの整理（

　　エディティング、コーディング、データクリーニング、コードブッ

　　ク作成）：外部講師による講話、前期まとめ

【事前・事後学修】

　　【心理検査法】・事前学修：毎回、事前に配付した資料を読んで、

　　「コメント・カード」を書いてくること。「コメントカード」は、

　　①新たに学んだこと、②疑問、質問、批判を含むこと（学修時間：

　　週１時間）。・事後学修：各回の授業の終了後2日以内に、その授

　　業についての「コメントカード」を提出のこと（学修時間：週１時

　　間）。

　　【心理調査法】・事前学修：次回授業の準備（学修時間：週１時

　　間）・事後学修：課題の実施（学修時間：週１時間）。

【テキスト・教材】

　　・心理検査法：その都度提示する。

　　・心理調査法：適宜指示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・心理検査法：平常点（授業への取り組み、発表）50%、　レポー

　　ト50%

　　・心理調査法：平常点（授業への取り組み、課題提出）100%

　　

　　・取り組めていた点やつまずきがちだった点についてフィードバッ
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　 　　クを行う。

【参考書】

　　・心理検査法：心理検査の実施の初歩 （心理学基礎演習）　願興

　　寺 礼子 （編集）、吉住 隆弘 （編集）ナカニシヤ出版 （2011）

　　・心理調査法：山田剛史・村井潤一郎（2004）『よくわかる心理統

　　計』ミネルヴァ書房

【注意事項】

　　心理調査・検査法2も受講することが望ましい。

　　外部講師による講話は、日程を変更することがある。

　
心理調査・検査法２

　　

長崎　勤・島崎　敢

３年　後期　2単位　２時限連続

◎：行動力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　　心理調査法の内容については、後期は、量的データ解析の方法に

　　ついて学ぶ。

　　　心理検査法の内容については、後期は質問紙法を学ぶ。また行動

　　観察によるアセスメント法も学ぶ。グループワークで検査の演習を

　　行う。

　　　最後に、臨床倫理、研究倫理について学ぶ。

　　

【授業における到達目標】

　　量的データ解析を実施できる。

　　心理検査を実施できる。

　　研究倫理について理解する。

　　そして、「心理調査・検査法１」の学修をふまえて、「研鑽力」「

　　行動力」「協働力」を身につける。

【授業の内容】

　　第１週　後期オリエンテーション（心理検査法について）

　　第２週　後期オリエンテーション（心理調査法について）仮説検定

　　の復習①②：クロス集計、カイ２乗検定、尺度構成、t検定、相関

　　係数、回帰分析

　　第３週　心理検査法：質問紙法１　津守式乳幼児精神発達質問紙（

　　説明）

　　第４週　心理調査法：重回帰分析①（解説）：重回帰分析②（分析

　　）

　　第５週　心理検査法：質問紙法１　津守式乳幼児精神発達質問紙（

　　演習）

　　第６週　心理調査法：重回帰分析③（分析・振り返り）：パス解析

　　①（解説）

　　第７週　心理検査法：質問紙法２　VinelandーII適応行動尺度（説

　　明）

　　第８週　心理調査法：パス解析②（分析）：分散分析（解説・分析

　　）

　　第９週　心理検査法：質問紙法２　VinelandーII適応行動尺度（演

　　習）

　　第10週　心理調査法：因子分析①（解説）：因子分析②（分析）

　　第11週　心理検査法：行動観察法（説明）

　　第12週　心理調査法：多変量解析の応用と実践①（レポートフィー

　　ドバック）：多変量解析の応用と実践②（再分析）

　　第13週　心理検査法：行動観察法（演習）

　　第14週　心理調査法：多変量解析の応用と実践③　レジュメでのグ

　　ループ報告：多変量解析の応用と実践④　まとめ、外部講師による

　　講話

　　第15週　研究倫理：まとめ（心理検査法）

【事前・事後学修】

　　【心理検査法】・事前学修：毎回、事前に配付した資料を読んで、

　　「コメント・カード」を書いてくること。「コメントカード」は、

　　①新たに学んだこと、②疑問、質問、批判を含むこと（学修時間：

　　週１時間）。・事後学修：各回の授業の終了後2日以内に、その授

　　業についての「コメントカード」を提出のこと（学修時間：週１時

　　間）。

　　【心理調査法】・事前学修：次回授業の準備（学修時間：週１時間

　　）・事後学修：課題の実施（学修時間：週１時間）。

【テキスト・教材】

　　・心理検査法：その都度提示する。

　　・心理調査法：適宜指示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・心理検査法：平常点（授業への取り組み、発表）50%、レポート

　　50%

　　・心理調査法：平常点（授業への取り組み、課題提出）100%
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　　・取り組めていた点やつまずきがちだった点についてフィードバッ

　　クを行う。

【参考書】

　　・心理検査法：心理検査の実施の初歩 （心理学基礎演習）　願興

　　寺 礼子 （編集）、吉住 隆弘 （編集）ナカニシヤ出版 （2011）

　　・心理調査法：山田剛史・村井潤一郎（2004）『よくわかる心理統

　　計』ミネルヴァ書房

【注意事項】

　　・心理調査・検査法１を受講しておくこと。

　　・外部講師による講話は、日程を変更することがある。

　
心理学実験・実習２

　　

中山　友則・未定

３年　前期　2単位　２時限連続

◎：協働力　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　実験・実習1に引き続き、心理学における研究手法（実験法・調査

　　法）の基礎を修得する。そのため、心理学における代表的・古典的

　　な課題を経験するとともに、得られたデータを分析・考察してレポ

　　ートに毎回まとめることを通じて、データの整理方法、統計処理、

　　科学的な思考能力、情報発信時のルールやマナーについて体系的な

　　知識を確実に身につける。

【授業における到達目標】

　　心理学における研究手法（実験法・調査法）の基礎を修得する。そ

　　して、「心理学実験・実習１」の学修をふまえて、「研鑽力」「行

　　動力」「協働力」を身につける。具体的には、実験を行い、データ

　　を得る際にはグループ単位で動くことが多いこと、データは履修者

　　全体のデータを取りまとめることからデータの取り扱い方を修得す

　　る（協働力）。また、実験の基礎を修得することで、自身で研究を

　　探し、読み、理解すること、そこから問題意識を持ち研究計画を立

　　てられる力を身につける（行動力）。さらに、実習で得られたデー

　　タを思考やディスカッションを通じて分析・考察し、レポートにま

　　とめる力、情報発信の力を身につける（研鑽力）。

【授業の内容】

　　授業の内容

　　第１回　ガイダンス、レポートの書き方

　　第２回　面接の基礎技法：相談面接

　　第３回　調査面接

　　第４回　事象見本法

　　第５回　短期記憶・系列効果

　　第６回　ストループ効果：認知的葛藤

　　第７回　鏡映描写：学習の転移

　　第８回　レポートの書き方、心理器具の理解

　　第９回　印象形成

　　第10回　社会的手抜き

　　第11回　囚人のジレンマゲーム

　　第12回　性格検査質問紙法：TEG

　　第13回　性格検査作業検査法：内田クレペリン

　　第14回　性格検査投影法：PFスタディ

　　第15回　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】前回の授業で修得した内容を復習して授業に臨むこと

　　（学修時間　週２時間）。

　　【事後学修】 授業内容をふまえて、また、その回の実習内容に関

　　連する文献を読み、レポートを作成し、提出すること（学修時間　

　　週２時間）。

【テキスト・教材】

　　大山正・岩脇三良・宮埜壽夫著『心理学研究法―データ収集・分析

　　から論文作成まで』（サイエンス社　2005年）2,376円

　　なお、各回の実習内容に関しては主にプリントを配布・使用する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　レポート100％（毎回レポートを提出すること）。また、取り組め

　　ていた点やつまずきがちだった点についてフィードバックを行う。

【参考書】

　　齋藤美穂（編）『事例による認知科学の研究法入門：Rコマンダー

　　の活用法と論文の書き方』（東京大学出版会　2013年）3,024円

【注意事項】

　　演習形式のため、遅刻・欠席のないよう注意すること。

　　授業の順序を入れ替えることがある。
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言語心理学

　ことばの不思議

長崎　勤

３年　後期　2単位　　

◎：行動力　○：美の探究、協働力

【授業のテーマ】

　　私たちは、ことばという不思議な手段をもちいてコミュニケーショ

　　ンをしている。ことばは豊かな人間関係や社会を創る一方、ディス

　　・コミュニケーションを生じさせたり、人を傷つけたりもする。こ

　　ういった、ことばの不思議を、赤ちゃんのことばの誕生のメカニズ

　　ムを通して見てゆくことで、「ことばの設計図」に迫りたい。そし

　　て、ことばの習得に困難を示す子どもや人々が、どのような点でつ

　　まずいているのか、またその支援について考え、その実践事例を学

　　びます。

　　　「ことばとは?」という問題意識を持った人の参加を望みます。

　　

【授業における到達目標】

　　・意味論、統語論、音韻論、語用論の言語の諸側面を理解すること

　　ができる。

　　・ことばの発達メカニズムを理解し、説明することができる。

　　・ことばの発達支援の基本を理解することができる。

　　・学生が修得すべき「行動力」のうち、現状を把握し、課題を発見

　　できる力を修得する。

【授業の内容】

　　１．オリエンテーション

　　２．ことばの発達１　前言語的コミュニケーションからことばへ

　　３．ことばの発達２　ことばの獲得における養育者の役割

　　４．ことばの発達３　生活の知識の獲得とことば

　　５．語の意味の獲得　－意味論－

　　６．文法の発達　－統語論－

　　７．会話・ナラティブの発達　－語用論－

　　８．声で伝える・声を聴く　－音韻論－

　　８．ことばの獲得と社会、文化

　　９．ことばの生物学的基盤

　　１０．第２言語習得と教育

　　１１．言語障害のアセスメントと支援

　　１２．言語障害の支援の実際１　知的障害

　　１３．言語障害の支援の実際２　自閉症

　　１４．言語障害の支援の実際３　構音障害

　　１５．まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小テスト・レポート・発表等の課題に取り組むこと。

　　（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】発表・小テスト等を復習すること。次回の授業範囲を

　　予習し、専門用語等を理解しておくこと。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　その都度、提示。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験40%、平常点（授業への取り組み、授業内提出物、発表）40%、

　　　レポート20%

　　レポートについてのコメントを個別にまた授業において全体にフィ

　　ードバックする。

【参考書】

　　坂野 登・天野 清2006言語心理学　新読書社

【注意事項】

　　

　　

　
家庭生活と政治経済

　日常生活・家庭生活と密接に結びつく政治・経済の世界

猪瀬　武則

３年　前期　2単位　　

○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　日常生活と政治経済を繋ぐトピックスを学術的知見から腑分けする

　　ことを目的とします。できうる限り「あなたなら、どの政策や考え

　　方を選択するか」という意思決定場面を入れ、新聞記事やビデオ映

　　像、シミュレーションやアクティビティなどを基に、議論を重ねま

　　す。

【授業における到達目標】

　　態度目標　「国際的視野」：国内外の人々が保持する多様な価値観

　　を多面的に把握し、相互の理解と協力を築くことができるようにな

　　る。「美の探究」：物事の真理を探究することによって、新たな知

　　を創造しようとすることができる。

　　能力目標　「研鑽力」：広い視野と深い洞察力を身につけ、本質に

　　迫ろうとすることができる。「行動力」：課題を発見して、手順を

　　踏んで問題解決に迫ることができる。「協働力」：自己や他者の役

　　割を理解し、互いに協力して議論を進めることができる。

【授業の内容】

　　第1回　ガイダンス　幸せの質を考える「厚生・効用・公正・公平

　　」

　　第2回　憲法と国政・・「リベラルが嫌いだからといってリベラリ

　　ズムを嫌いにならないでください」が提起したもの

　　第3回　裁判員制度と基本的人権・・冤罪事件を起こさないために

　　第4回　地方自治の課題・・子どもの貧困と限界集落

　　第5回　選挙制度と政党政治・・18歳選挙権をめぐって

　　第6回　未成年、成年・・結婚した未成年の犯罪

　　第7回　需要・供給曲線・・小麦売買ゲームから

　　第8回　物価・・ビッグマック指数・購買力平価

　　第9回　財政と金融・・経済の長期的低迷を打破するための政策

　　第10回　社会保障と社会保険・・・ベーシック・インカムか負の所

　　得税か

　　第11回　国際経済・・グローバリゼーションの論争

　　第12回　雇用と労働問題、若者の雇用環境 ・・過労死問題から考

　　える

　　第13回　地域の活性化・・ふるさと納税・ふるさと創生

　　第14回　社会福祉と医療制度・・情報の非対称性ゲーム

　　第15回 まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：事前の講義資料ないし指定資料を読んでおくこと　学修

　　時間 週2時間。

　　事後学修：学んだことについて図書やネット検索を通して復習する

　　　学修時間 週2時間。

【テキスト・教材】

　　資料等を必要に応じて配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験70%。平常点30%は授業への参加、シャトルカード記述（質問・

　　疑問・感想・意見）から判断する。シャトルカード記述には、毎

　　回、返信・コメントし、試験の解答をmanabaに掲載することでフィ

　　ードバックする。

【参考書】

　　適宜、紹介する。

【注意事項】

　　資料や映像などを基に、受講者同士の議論を重ねたうえで、当該の

　　学術分野からの成果を確認する。そのため、「参加」が重要であ

　　る。シャトルカード記述や議論参加・寄与を望む。
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消費者安全論

　消費者が消費生活をより安全に営むために

米山　眞梨子

３年　後期　2単位　　

◎：研鑽力

【授業のテーマ】

　　私たちは誰もが消費者である。そして私たちは、事業者が供給する

　　モノやサービスを選択し、購入し、使用し、あるいは廃棄すること

　　で消費生活を営んでいる。そこには危なさも潜んでいて、安全に生

　　活するためには、いわゆる生活の知恵が役に立つだけでなく、消費

　　者が自ら学習して知識を得ることも求められている。

　　この授業では、事例をもとにして自身の暮らしの安全を考えること

　　からはじめ、消費生活の安全を確保するための社会の仕組みを知り

　　それをいかし、さらには自立した消費者として、よりよい社会の構

　　築に参画することの意義を理解して行動できることを目指す。

　　特に、消費生活アドバイザー資格の取得、家庭科の教員免許の取得

　　を検討している者、あるいは公務員志望者にとって役立つ内容であ

　　る。

【授業における到達目標】

　　消費生活に関する知識について、まずは知り、本質を見抜く【研鑽

　　力】を養うとともに、自らが「問題を見つけ、解決できる」【行動

　　力】を得ることと、「周りの人々にも伝えていける」【協働力】の

　　基礎を養うことを目標とする。

【授業の内容】

　　第1週　ガイダンス、『くらしの豆知識』と消費生活相談の現場

　　第2週　映像教材視聴「もしあなたがトラブルにあったら」　

　　第3週　消費者問題とは何か/消費者の権利と責任

　　第4週　知っておきたい消費者のための法律1（契約取引の基本）

　　第5週　知っておきたい消費者のための法律2（契約取引個別法）

　　第6週　知っておきたい消費者のための法律3（表示・安全他）

　　第7週　知っておきたい消費者を守る行政の仕組み（国・地方）

　　第8週　消費者を守る法律・制度（行政処分・注意喚起）

　　第9週　消費者安全調査委員会の活動

　　第10週　トラブル事例とその解決に関するレポート発表1

　　第11週　トラブル事例とその解決に関するレポート発表2

　　第12週　消費者教育1（法律・制度解説）

　　第13週　消費者教育2（取組紹介）

　　第14週　消費者教育3（実践・行動のレポート）

　　第15週　消費者市民社会を考える、まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】　第2週以降、次回（あるいはそれ以降）の講義概要

　　を提示するので、それに従い事前学修を行うこと。（学修時間　週

　　2時間）　

　　【事後学修】　授業で学んだ内容を復習すること。（学修時間　週

　　2時間）

【テキスト・教材】

　　『くらしの豆知識2019』（国民生活センター）　500円程度　　　

　　　注　2018年版は476円（税別）、2019年版は2018年8月頃発行予定

　　その他については、授業開始時に指示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業態度、確認テスト）30％　平常点（提出課題と発表）

　　30％　定期試験レポート40％

　　小テストは原則次回授業、提出課題と発表は授業内で適宜講評。第

　　14週に提出したレポートは第15週に評価をフィードバックする。

【参考書】

　　正田彬著『消費者の権利　新版』（岩波書店　2010年）720円（税

　　別）

　　その他、講義中に示す。

　
社会心理学２

　　

伊藤　言

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　私たちは何よりもまず動物から進化した生物学的な存在ですが，ど

　　のように考えるかに応じて行動を変化させることもできる心理学的

　　な存在であり，また他者の存在や時代・文化などから避けがたい影

　　響を受ける社会的な存在でもあります。この講義では私たちの心の

　　社会的な側面――他者とともにある心――に主な焦点を当てます。

　　社会心理学的知見を自らの出来事として体験してもらうためにリア

　　ルタイムで参加できる授業中の実験や調査などは随時行いますが，

　　理論的背景の説明を含めてハードな講義を志向しますので，社会心

　　理学を本気で学ぶ意欲がある生徒を歓迎します。本講義では社会心

　　理学1で学んだ内容をさらに深めます。

【授業における到達目標】

　　社会心理学的の基本的な知見や理論の内容を理解し自らの経験とし

　　て体感する（美の探究）。そして，自らの生活，自らの人生におけ

　　る課題を社会心理学の道具立てを通じて捉え直すことができるよう

　　になる（研鑽力）。そのことを通じて，自らの生活上の課題をより

　　よく解決できるようになる（行動力）。

【授業の内容】

　　第１回：ガイダンス・受講上の注意

　　第２回：社会心理学の視点：詳しい内容・応用

　　第３回：社会的認知：詳しい内容・応用

　　第４回：自己：詳しい内容・応用

　　第５回：態度と態度変化：詳しい内容・応用

　　第６回：社会的影響：詳しい内容・応用

　　第７回：個人の心理過程・対人的な過程：詳しい内容・応用

　　第８回：魅力と対人関係：詳しい内容・応用

　　第９回：援助と攻撃：詳しい内容・応用

　　第１０回：集団・集合に関する過程：詳しい内容・応用

　　第１１回：集団と個人：詳しい内容・応用

　　第１２回：マスコミュニケーション：詳しい内容・応用

　　第１３回：社会の中の個人、ミクロな視点とマクロな視点：詳しい

　　内容・応用

　　第１４回：社会神経科学：詳しい内容・応用

　　第１５回：まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】日頃から、授業の内容について、身のまわりの生活と

　　関連させながら、自分なりに考えてみましょう（学修時間　週２時

　　間）。

　　【事後学修】授業で習った内容は、身の回りの生活にどのようにあ

　　てはまるでしょうか。自分なりに考えてみましょう（学修時間　週

　　２時間）。

【テキスト・教材】

　　適宜指示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業への取り組み（50％）、定期試験（50％）で評価する。

　　取り組めていた点やつまずきがちだった点についてフィードバック

　　を行う。

【参考書】

　　社会心理学 (New Liberal Arts Selection) 有斐閣, 2010

　　英語で学ぶ社会心理学 (有斐閣ブックス) 　有斐閣，2017

　　よくわかる社会心理学 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)

　　　ミネルヴァ書房，2007

　　複雑さに挑む社会心理学　改訂版　有斐閣，2010
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社会心理学調査実習

　　

伊藤　言

３年　後期　2単位　２時限連続

◎：研鑽力　○：協働力

【授業のテーマ】

　　私たちは他者を必要とし，他者から大きな影響を受けます。他者と

　　ともにある「心」を調べる学問である社会心理学には，実験・調査

　　・観察・インタビュー等のさまざまな「調べる」ための技法があり

　　ますが，本講義ではその中でも「調査」の手法を学びます。自分た

　　ちの興味のあるテーマを選び，問題意識・仮説を設定し，調査票の

　　作成・実施・集計・分析，および成果の報告会を行います。また，

　　ウェブ調査，テキストマイニング，経験サンプリング法，Pythonを

　　利用したSNSデータの自動収集などの最先端の調査技法の習得も，

　　受講生の可能な範囲で目指します。

【授業における到達目標】

　　身の周りを含めた「社会」で起こっていること・行われていること

　　を把握するためのツールとして，社会調査を使えるようになるため

　　の知識・技術・自信をつけ，水準の高いITスキルを習得する（研鑽

　　力）。また，自らの感情をコントロールして他者と協力しながら一

　　つの目的（調査）に向けて作業する能力を身につける（協働力）。

【授業の内容】

　　　第1回　ガイダンス・「調査」とは何か・サンプリング

　　　第2回　HADを用いたデータ分析技術の習得 (1)　記述統計

　　　第3回　HADを用いたデータ分析技術の習得 (2)　推測統計

　　　第4回　ウェブ調査の方法論と調査技術の習得（Googleフォーム

　　を用いた演習）

　　　第5回　先端調査技術の習得

　　　第6回　仮説の構築 (1)　疑問から仮説へ

　　　第7回　仮説の構築 (2)　先行研究を踏まえた仮説の改良，中間

　　発表会

　　　第8回　仮説を質問項目に置き換える・調査倫理

　　　第9回　予備調査を踏まえた調査票の改良 (1)　妥当性と信頼性

　　　第10回　予備調査を踏まえた調査票の改良 (2)　因子分析

　　　第11回　調査票の完成

　　　第12回　コーディングと統計的処理

　　　第13回　調査報告書の作成に向けて

　　　第14回　成果報告会 (1)

　　　第15回　成果報告会 (2)，まとめ

【事前・事後学修】

　　◆事前学修：指示された文献に目を通しておくこと。（学修時間＝

　　週2時間）

　　◆事後学修：配布資料等をもとに，授業で扱った調査の手続きや分

　　析の方法について復習し，指示された課題を完成させること。（学

　　修時間＝週2時間）

　　◆フィードバックはメーリングリストを通じて行う。

【テキスト・教材】

　　配付資料を主に用いる。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　◆平常点40％：毎回の実習に積極的に取り組んでいるかどうか、

　　課題の提出状況と完成度。

　　　◆学期末のレポート（成果報告書）40％：実習によって得られた

　　データを用いた調査研究の報告書を全員に1本提出してもらう。フ

　　ィードバックは授業用メーリングリストを通じて行う。

　　　◆グループ内での業務担当度20%：各人のグループ内での貢献度

　　を，グループの合計が100になる形で学期末に申告してもらい，そ

　　れを成績評価に用いる。

【参考書】

　　　『質問紙調査と心理測定尺度』（サイエンス社）

　　　『心理学マニュアル 質問紙法』（北大路書房）

　　　『社会調査のための計量テキスト分析』（ナカニシヤ出版）

【注意事項】

　　グループ単位での活動が多いので遅刻せず出席することを求める。

　
キャリア心理学

　　

塚原　拓馬

３年　前期　2単位　　

◎：協働力　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　キャリア心理学の理論的背景であるキャリア関連の諸理論・アプロ

　　ーチを紹介する。さらに理論を踏まえた上でキャリア形成支援のあ

　　りかたについて具体的に事例を交えて深く学ぶ。キャリアカウンセ

　　リングに求められるカウンセリングの基本的姿勢を理解し、必要と

　　される場面において適切にクライエントの支援ができる力を理論

　　的、技能的にも身に付けることを目的とする。また自身の「キャリ

　　ア設計」につなげていくことも目標とする。

【授業における到達目標】

　　・キャリア形成支援のありかた及び自身のキャリア設計について修

　　得する。

　　・学生が修得すべき「行動力」のうち、課題を発見する力を修得す

　　る。

　　

【授業の内容】

　　第1回　オリエンテーション　

　　第2回　キャリア心理学の理論

　　第3回　キャリア心理学の実践

　　第4回　キャリア発達論

　　第5回　職業選択と適性

　　第6回　人間行動の理解

　　第7回　前半まとめ（特別講座）

　　第8回　前半の課題と解説

　　第9回　自己コントロール

　　第10回　自己肯定感

　　第11回　社会的学習理論・意思決定論

　　第12回　組織内キャリア発達

　　第13回　キャリアカウンセリングとメンタルケア

　　第14回　キャリア設計

　　第15回　後半まとめ（特別講座）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小テスト・レポート・発表等の課題に取り組むこと。

　　心理学の基礎的な事項を理解しておくこと（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】発表・小テスト等を復習すること。次回の授業範囲を

　　予習し、専門用語等を理解しておくこと。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　必要に応じてレジメを配布する。初回授業時に指示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　前半試験（20％）および期末試験（80％）により評価する。小テス

　　トや課題は次回授業でフィードバックを行う。

【参考書】

　　宮城まり子　2002『キャリアカウンセリング』駿河台出版社　\

　　1700（税別）

【注意事項】

　　外部講師により特別講座を行う予定である。
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コミュニティ心理学

　　

菅原　育子

３年　後期　2単位　　

◎：協働力　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　私たちの生活は、家庭、学校、職場、近隣地域、など、様々な社

　　会集団の中で営まれています。私たち個々人が抱える様々な違和感

　　や悩みは、一見プライベートな問題にみえて、実際には集団や社会

　　の仕組みや決まりごとを理解し、それらに働きかけることが必要と

　　される場合が多く存在します。

　　　コミュニティ心理学は、私たち一人ひとりがよりよく生きられる

　　社会を目指して、個人だけでなく、その人が所属する集団やコミュ

　　ニティに関与し、当事者とともに課題を解決することを目指す実践

　　的な取り組みです。この授業では、コミュニティ心理学の基本的な

　　考え方を学ぶとともに、実際の研究論文や報告書を読んで、学校、

　　職場、地域社会などにおける実践例を深く掘り下げることで、課題

　　解決への道すじを考えます。授業をとおして、コミュニティ心理学

　　の考え方や課題への取り組み方を理解し、社会の問題を分析し、解

　　決に向けた方略を考え、計画する力を養うことを目指します。

【授業における到達目標】

　　様々な立場や考えの人・機関と協力し、ともに課題解決をめざすこ

　　との大切さを学び「協働力」を修得します。加えて、身の周りの課

　　題を発見、分析し行動にうつす「研鑽力」「行動力」の修得を目指

　　します。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　コミュニティ心理学とは何か

　　第３週　コミュニティ心理学の基礎的な理論

　　第４週　予防・介入・コンサルテーション

　　第５週　ソーシャル・サポート

　　第６週　ソーシャル・ネットワーク

　　第７週　エンパワメントと協働

　　第８週　コミュニティ感覚

　　第９週　個人のウェルビーイングと生活の質

　　第１０週　コミュニティ感覚、ウェルビーイングを測る

　　第１１週　コミュニティ心理学の研究方法

　　第１２週　実践例を学ぶ（１）子育てをめぐる例

　　第１３週　実践例を学ぶ（２）高齢者をめぐる例

　　第１４週　実践例を学ぶ（３）働き方や職場をめぐる例

　　第１５週　実践例を学ぶ（４）地域社会をめぐる例

【事前・事後学修】

　　　毎回の授業前にテキストの該当するテーマについて熟読してきて

　　ください。（学修時間週２時間）

　　　授業中に課題（小レポート）を出します。授業内容を復習すると

　　ともに、課題に取り組み提出日までにレポートを提出してくださ

　　い。（学修時間週２時間）

【テキスト・教材】

　　植村勝彦・他（編著）『よくわかるコミュニティ心理学（第２

　　版）』（ミネルヴァ書房，2012年）2,700円

　　上記テキスト以外に、プリントを適宜配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的な参加、課題の提出）60%、最終レポート

　　40%　により、総合的に評価します。授業中の課題、および最終レ

　　ポートのフィードバックは、各提出締切り後の授業内で行います。

【参考書】

　　高畠克子（著）『コミュニティ・アプローチ』（東京大学出版会，

　　2011年）

【注意事項】

　　授業の中では受講者でグループをつくり、グループ作業や討議、発

　　表などを行います。これらの作業や発表への積極的な参加を望みま

　　す。

　
家族と生涯発達各論ｂ（青年・成人期）

　　

奥田　訓子

３年　後期　2単位　　

○：国際的視野、研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　人は生涯を通じ、発達していく。青年期、成人期は自身の心の揺

　　れ動きと向き合い自分らしさを受容し、アイデンティティを確立し

　　ていく大切な時期である。本授業では進学、職業選択、結婚などさ

　　まざまな選択に迫られるイベントとそれにより引き起こる葛藤体験

　　を通して、自立に向けて模索する過程を理論的に整理する。さら

　　に、広がっていく社会とのつながりから人として大きく成長を遂げ

　　る過程を理解することを目的とする。

【授業における到達目標】

　　　さまざまなライフサイクルを通して訪れる発達的危機を理解し、

　　それを乗り越えていく過程を説明することができる。また、質的発

　　達に着目し、葛藤と直面しながらもその中で生きる意味や目標を見

　　出し、生き生きとした人生を送ることができるようにするためには

　　何ができるかを考える。

【授業の内容】

　　第1回目　授業オリエンテーション：青年期から成人期のライフサ

　　イクル

　　第2回目　青年期の発達①：アイデンティティの確立

　　第3回目　青年期の発達②：選択と自立(進路、職業)

　　第4回目　青年期の発達③：親からの自立

　　第5回目　青年期の発達④：精神病理

　　第6回目　大人になりたくない青年とモラトリアムの延長

　　第7回目　成人期前期の発達①：社会的自立

　　第8回目　成人期前期の発達②：職業の選択とキャリア

　　第9回目　成人期前期の発達③：配偶者選択と結婚

　　第10回目　成人期前期の発達④：子育てと親育ち

　　第11回目　成人期後期の発達①：定年と社会参加

　　第12回目　成人期後期の発達②：子どもの自立

　　第13回目　成人期後期の発達③：家族の介護

　　第14回目　成人期後期の発達④：人生の統合に向けて

　　第15回目　高齢化と社会システムの変遷

【事前・事後学修】

　　事前学修：次回テーマについての質問を提示するので、自分なりに

　　調べてくる (学修時間　週2時間)。

　　事後学修：授業の事前学修で取り組んだことについての考察や、授

　　業の感想をリアクションペーパーにまとめる(学修時間　週2時間

　　)。

【テキスト・教材】

　　レジュメを配布

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　各回でリアクションペーパーや課題の整理のための小テストに取り

　　組んでもらう(各回課題)。翌週の授業で答え合わせや解説、ディス

　　カッションで課題のフィードバックする。授業への参加度(20%)、

　　各回課題(50%)、まとめのレポート(30%)で評価する。

　　

【参考書】

　　森和代(監修)　石川利江　松田与理子(編)　(2017)　「ライフコー

　　スの健康心理学」　晃洋書房(2,200円税別)

　　藤森旭人　(2016)　「小説・漫画・映画・音楽から学ぶ 児童・青

　　年期のこころの理解:精神力動的な視点から」　ミネルヴァ書房(2,

　　600円税別)

　　上里一郎(監修)　岡本祐子(編)　 (2005)　「成人期の危機と心理

　　臨床―壮年期に灯る危険信号とその援助 (シリーズこころとからだ

　　の処方箋)」　ゆまに書房(3,500円税別)
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健康科学論ｂ（疫学から見る健康）

　　

佐野　尭

３年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究

【授業のテーマ】

　　疫学についての基本を網羅します。

　　専門的な知識についても少し解説します。

【授業における到達目標】

　　到達目標：疫学についての基本がわかる。用語が理解できる。

　　・国際的視野・美の探求：特に日米における統計や有名な疫学研究

　　を学ぶことにより、貧困格差、人種格差、年齢層、疾患の違いな

　　ど、それぞれの国の実態、抱えている問題を考察し、対処法を発見

　　できる。

　　・研鑽力・行動力・協働力：疫学・統計情報を活用した学習を通じ

　　て、自分自身、もしくは他人との協同で、新聞記事やニュース記事

　　で得られる病気や健康についての情報の吟味を批判的にすることが

　　できるようになる。

【授業の内容】

　　第1週：疫学　Introduction

　　第2週：感染症

　　第3週：疾病調査

　　第4週：死亡率などの指標

　　第5週：スクリーニング試験

　　第6週：病気の自然歴

　　第7週：ランダム化試験　

　　第8週：コホート研究

　　第9週：ケースコントロール研究など

　　第10週：リスク評価

　　第11週：相関と因果関係

　　第12週：遺伝要因と環境要因

　　第13週：保健サービスの評価

　　第14週：疫学と公共政策

　　第15週：まとめ（授業内）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】講義の最初に行う小テストの出題範囲に取り組むこ

　　と。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】講義で強調した重要事項、小テスト等を復習するこ

　　と。

　　次回の授業範囲を予習し、専門用語等を理解しておくこと。

　　（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　Leon Gordis「Epidemiology」第5版

　　（講義で内容を説明するので、買う必要はない）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　成績評価の方法・基準：平常点（講義への取り組み）30%、小テス

　　ト（講義の時に話した基本内容を元に用語記述もしくは選択）30

　　%、試験（各講義の小テストから1問ずつ出す）40%

　　フィードバック：小テストの全体での正答率に関して、特に低かっ

　　た問題について再度解説を行う。

【参考書】

　　参考書：中村好一「楽しい疫学」第3版

　
医学概論

　精神医学の基礎、精神疾患と治療

塩川　宏郷

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究

【授業のテーマ】

　　心理学を学ぶ上では精神医学的な知識が重要である。本科目におい

　　ては、精神医学を中心に、医学と心理学の関係について講述する。

　　統合失調症やうつ病、子どもの発達障害を含め、医学の今日的な話

　　題について討論する。

【授業における到達目標】

　　心理学を学ぶにあたり必要な医学的知識、精神医学的な知識を身に

　　つけること、および代表的な精神疾患について基本的な事項を理解

　　すること、ならびにこれらをもとに医学的な問題を自ら考え、調

　　べ、意見を述べることができることを目標とする。

　　学生の習得すべき行動として、医学的課題を調べる行動力、調べた

　　内容をともに考える研鑽力を身につける。

【授業の内容】

　　第1週　イントロダクション

　　第2週　脳と神経の解剖

　　第3週　精神症状1

　　第4週　精神症状2

　　第5週　操作的診断基準

　　第6週　精神薬理学

　　第7週　統合失調症

　　第8週　うつ病

　　第9週　不安・強迫

　　第10週　認知症

　　第11週　自閉症スペクトラム

　　第12週　注意欠如多動症、その他の発達障害

　　第13週　知的障害

　　第14週　医学・医療の今日的な話題

　　第15週　総合討論

【事前・事後学修】

　　事前学修

　　　事前配布資料にもとづき自らの疑問点を整理する（学修時間2時

　　間）

　　事後学修

　　　レポート、アクティブラーニング課題に取り組む（学修時間2時

　　間）

【テキスト・教材】

　　特に定めない。授業ごとに資料を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験（70％）、平常点（課題ごとのレポート提出・質疑応答など、

　　30％）

　　課題レポートのフィードバックは翌週または最終回の授業内で行

　　う。また必要に応じmanabaを通じて行う。

【参考書】

　　沼初枝「心理のための精神医学概論」ナカニシヤ出版（2014）

　　マイケル・ラター他「新版児童青年精神医学」明石書店（2015）

【注意事項】

　　新聞報道や学術雑誌などに触れ、身近な医学的問題について関心を

　　持つこと。
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臨床発達心理学１

　　

五味　美奈子

３年　前期　2単位　　

◎：美の探究　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　臨床発達心理学は「発達的観点をもち、人や人を取り巻く環境と関

　　わることを通して、人々が抱える問題にアプローチし、人の健やか

　　な育ちを支援する」学問である。本科目では発達の基礎を踏まえた

　　上でその多様性を理解し、さらに客観的な視点を持ち発達支援のニ

　　ーズがある人に向き合う姿勢を学ぶ。

【授業における到達目標】

　　人について発達の観点から広い視野と洞察力を身に付けて本質を見

　　つける目を養う。授業のテーマを土台に、人の発達の各ステージに

　　おいて求められる支援について現状を正しく把握し、課題を発見で

　　きる。

【授業の内容】

　　第1週　臨床発達心理学とは　臨床発達心理学における臨床の意味

　　第2週　臨床発達心理学における専門性、実践性、学際性

　　第3週　生涯発達　生まれて死ぬまでの人間の多様性

　　第4週　子どもが生まれるまで　胎生期、周産期

　　第5週　新生児期

　　第6週　発達アセスメントとは何か

　　第7週　乳児期前半の発達の特徴と実践上の留意点

　　第8週　乳児期後半の発達の特徴と実践上の留意点

　　第9週　幼児期前期の発達の特徴と実践上の留意点

　　第10週　幼児期中期の発達の特徴と実践上の留意点

　　第11週　幼児期後期の発達の特徴と実践上の留意点

　　第12週　乳幼児期の発達的特徴と障害

　　第13週　児童期(小学校低学年)の特徴と発達障害

　　第14週　児童期(小学校中学年、高学年)から思春期へ

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修:授業開始時に前回の授業の振り返りを行うため、それま

　　でに前回授業箇所のノート、配布物等を一読しておくこと(学修時

　　間2時間）

　　事後学修:授業終了時に授業内容を振り返り、考察や質問等をリア

　　クションペーパーにまとめることを行う。他、授業で取り扱った内

　　容で深めたいことを各自調べる(学修時間2時間)

【テキスト・教材】

　　適宜、プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験(60%)、平常点(授業への取り組み、提出物等)(40%)

　　フィードバック　次回授業時に学生からのリアクションペーパーへ

　　の質問、感想、提出物に答える。

【参考書】

　　臨床発達心理学の基礎　山﨑昇・藤崎春代(ミネルヴァ書房)

　　

【注意事項】

　　外部から講師を招き講演を行うことを予定している。

　
臨床発達心理学２

　　

五味　美奈子

３年　後期　2単位　　

◎：美の探究　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　臨床発達心理学Ⅰで学んだことを踏まえ、臨床発達心理学と発達心

　　理学の関係を理解し、臨床発達心理学の知見が保育・教育現場にど

　　のように影響を与えているか具体的に学ぶ。特別な支援を必要とす

　　る人の現状を把握し、問題解決に向けたアセスメント、支援につい

　　て理解を深める。

【授業における到達目標】

　　臨床発達心理学的支援のプロセスや成果を正しく評価し、問題解決

　　につなげることができるよう努める。臨床発達心理学的支援を必要

　　とする側、支援する側、さらにその周囲の人や環境も含めて捉える

　　ことができるよう、広い視野と深い洞察力を身に着け、本質を見抜

　　くことができる。

【授業の内容】

　　第1週　臨床発達心理学と発達心理学の関係

　　第2週　発達アセスメントと支援を考える　乳幼児期

　　第3週　発達アセスメントと支援を考える　学童期

　　第4週　特別支援が必要なことも達の発達とアセスメント

　　第5週　発達障害　知的障害がある子ども達の発達

　　第6週　発達障害　知的障害があることも達の支援

　　第7週　発達障害　自閉症スペクトラム症の発達

　　第8週　発達障害　自閉症スペクトラム症の支援

　　第9週　発達障害　注意欠陥多動性症の発達

　　第10週　発達障害　注意欠陥多動性症の支援

　　第11週　限局性学習症の発達と支援

　　第12章　コミュニケーション、心の理解の発達と支援

　　第13章　育児・保育現場における支援(親の心理を理解する)

　　第14章　育児・保育現場における支援(幼稚園・保育所への支援)

　　第15章　まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修:授業開始時に前回の授業の振り返りを行うため、それま

　　でに前回授業箇所のノート、配布資料等を一読しておくこと(学修

　　時間2時間)

　　事後学修:授業終了時に授業内容を振り返り、考察、質問等をリア

　　クションペーパーにまとめることを行う。他、授業で取り扱った内

　　容で深めたいことを各自調べる(学修時間2時間)

【テキスト・教材】

　　適宜、プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験(60%)、平常点(授業への取り組み、提出物等)(40%)

　　フィードバック　次回授業時に学生からのリアクションペーパーへ

　　の質問、感想、提出物に答える。

【参考書】

　　シリーズ臨床発達心理学・実践と理論(全5巻)日本臨床発達心理士

　　会　企画/監修　ミネルヴァ書房

　　杉山崇『子どもの行動が気になり始めたら読む本』誠信書房

【注意事項】

　　外部からの講師を招き講演を行うことを予定している。
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カリキュラム論ａ

　小学校における教育課程の意義及び編成の方法、評価を学ぶ

南雲　成二

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　「カリキュラム論a」は、教育職員免許法に定められた小学校一種

　　免許状取得のために「教職に関する科目」群のうち、「教育課程及

　　び指導法に関する科目」に該当するものである。小学校における教

　　育課程の意義及び編成の方法（評価・改善含）について理解するこ

　　とをねらいとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　授業の主なテーマは、次のとおりである。

　　①教育課程（カリキュラム）の意義について学び、理解を深める。

　　②教育課程の歴史的変遷を踏まえ、各期の「学習指導要領の特徴と

　　　重点」をとらえる。

　　③教育課程の編成原理と教育実践の関わりについて理解を深める。

　　　「学び手も教え手も共に納得のいく学習構成の原理と方法研究」

　　　への理解も併せて深める。（教科書・教材の持つ機能の理解）

　　④学習指導要領に示された第１～６学年までのグランドデザインに

　　　ついての知見を高め、学習指導要領の要点理解を深める。中教審

　　　最終答申第197号の理解。（教育課程の評価・改善、教育課程開

　　　発と教師の役割、教育実践の意味と課題をとらえる。）

　　⑤幼保小連携と小中（髙）一貫、髙大接続を視野に入れた教育課程

　　　の探究。ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞやﾃﾞｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞについての基礎学習。

【授業における到達目標】

　　授業のテーマ「要点①～⑤」について、①②を土台に③と④と⑤に

　　ついて知識・理解を深め、第３学年の後期に控える「小学校教育実

　　習４週間」と「幼稚園教育実習２週間」の基盤整備と実践現場への

　　適応・最適化が図れるようにする。該当学年や担当クラスの学習内

　　容や成長課題に対する教師の指導・支援内容の具体を修得する。

　　また、学生が修得すべき「行動力」①現状を正しく把握し、課題を

　　発見できる力と、③プロセスや成果を正しく評価し、課題解決につ

　　なげることができる力を修得する。

【授業の内容】

　　第１回　教育の目標とその計画、教育課程（カリキュラム）の意義

　　第２回　教育課程の法制①（学校教育法、学校教育施行令）

　　第３回　教育課程の法制②（学校教育施行規則）及びこれからとこ

　　　　　　れまでの状況把握　文科省『中央教育審議会最終答申』　

　　　　　　（平成28年12月21日第197号と補足資料）に学ぶ

　　第４回　教育課程の歴史的変遷～明治から昭和初期の教育課程～

　　　　　　（幼稚園教育要領と小学校学習指導要領を中心に）

　　第５回　戦後の教育課程の変遷～戦後７回の学習指導要領の改訂内

　　　　　　容と新学習指導要領の主要観点から学ぶ～　　　　

　　第６回　教育課程の内容（１）…方針、共通的な内容の取扱い

　　第７回　教育課程の内容（２）…授業時数の確保、総合的な学習の

　　　　　　時間、教科「道徳」「特活」「外国語（英語）」等

　　第８回　教育課程の内容（３）…指導計画の作成。教育課程実施上

　　　　　　の配慮事項や編集の手順について。

　　第９回　教育課程の評価・改善…（内部・関係者・第三者による学

　　　　　　校評価～現状と課題（母校・実習校のHPを具体例に…）

　　第10回　「道徳」「特別活動」の教育課程編成と各学年教育実践。

　　第11回　「総合的な学習の時間」「外国語（英語）活動」の教育課

　　　　　　程編成と各学年の授業実践（学級・学年経営デザイン）

　　第12回　学習指導要領に基づく小学校１年生から３年生までの教育

　　　　　　課程編成と授業実践、及び学年・学級経営の課題

　　第13回　学習指導要領に基づく小学校４年生から６年生までの教育

　　　　　　課程編成と授業実践、及び学年・学級経営の課題

　　第14回　教育課程（カリキュラム）の今日的課題と改革動向の理解

　　　　　＜中教審最終答申第197号と教育課程審議会の動向に注目＞

　　第15回　今までの初等教育カリキュラム編成とこれからのカリキュ

　　　　　　ラム編成について考察を深める。（ペダゴジーモデルとア

　　　　　　ンドラゴジーモデルの比較検討、状況的学習論、拡張的学

　　　　　　習論、省察的学習論と学校教育カリキュラムの可能性を考

　　　　　　　える。小学校教育におけるアクティブラーニング、デープ

　　　　　　ラーニグと教育課程編成を展望する。）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】教育方法・技術、特別活動、道徳、児童指導法、教科

　　　教育法、教育学演習等の学習内容と関連して考察を深める。既習

　　　事項の整理整頓とテキストの要点把握や発表資料の作成、課題レ

　　　ポートに積極的に取り組むこと。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】レポートや学習資料への指摘内容をヒントに復習を深

　　　める。テキストや補助資料を基に次回の授業範囲を予習し、内容

　　　把握を基に自分の考え・意見をまとめておくこと。（学修時間　

　　　週２時間）

【テキスト・教材】

　　・文部科学省編『小学校学習指導要領及び解説編』（2008年版を基

　　　礎とし2017年版を修得。2017年版対応の新解説編は未刊）

　　・国立政策研究所編『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善の

　　　ための参考資料　小学校編』（教育出版社　2011版を活用 ）

　　・文部科学省編『幼稚園教育要領』（2017版）

　　・中央教育審議会最終答申「第197号」（2016.12.21 文部科学省）

　　※学習指導要領の移行措置期間中の為、テキスト・教材についての

　　詳細は授業時に説明・指示します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的な参加及び発表・交流学習への参加態度）

　　50％、課題レポートへの取り組みや発表内容、ポートフォーリオの

　　創意工夫50％で、総合的に評価する。実施した小テストやミニレポ

　　ートは次回授業、課題レポートやポートフォーリオは、まとめの授

　　業や最終授業で解説し、フィードバックを行う。

【参考書】

　　・安彦忠彦『改訂版　教育課程編成論』放送大学教育振興会：2006

　　・柴田義松編『教育課程論』学文社：2008

　　・田中耕治編『よくわかる教育課程』ミネルヴァ書房：2009

　　・田中耕治編『新しい時代の教育課程（改訂版）』有斐閣：2009

　　・天笠茂『カリキュラムを基盤とする学校経営』ぎょうせい：2013

　　・佐藤学・秋田喜代美他・志水宏吉他編集　岩波講座『教育変革へ

　　　の展望全７巻』2017.2完結

【注意事項】

　　★３年次「小学校教育実習（4週間）」と「幼稚園教育実習（2週　

　　　間）で、教育課程（カリキュラム編成）の実際を体験を通して学

　　　ぶ。この体験的学びと、出身小学校等のHP視聴を通し、子どもの

　　　生活実態・学習実態と直接むすぶカリキュラムデザイン（教育課

　　　程の評価・改善）のあり方と教師の仕事について考察を深める。

　　★２年次履修の『児童教育法』『特別活動』『道徳』、３年次まで

　　　に履修の『各教科教育法』、４年次履修『教職実践演習』の演習

　　　内容と深く関連。学習記録の相互活用に積極的に取り組む。

　　この２点の強化徹底が、教員採用試験の一次二次対策に直結する。
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カリキュラム論ｂ

　　

田中　正浩

３年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力

【授業のテーマ】

　　　本授業では、乳幼児期にふさわしい生活がより充実し、一人ひと

　　りの心身の発達が助長されるための教育課程・保育課程とはどのよ

　　うなもので、また、その編成について理解を深める。さらに、指導

　　計画（長・短期）の作成、展開、改善までを含め、実践例をもとに

　　理論面への理解を深めながら、幼稚園や保育所での実習を視野に置

　　き、指導案作成の基礎・基本を身につける。

【授業における到達目標】

　　　本授業では、教育課程・保育課程、さらに指導計画の意味、意

　　義、編成・作成の実際に関する基礎・基本について理解でき、保育

　　の計画、実践、評価、改善のプロセスについて全体像を把握できる

　　ことを最終的な目標とする。

【授業の内容】

　　第１週　保育における計画の意義

　　第２週　保育における計画の歴史的変遷

　　第３週　幼稚園における教育課程

　　第４週　幼稚園教育要領と教育課程

　　第５週　保育所における保育課程

　　第６週　保育所保育指針と保育課程

　　第７週　教育課程・保育課程に関する法的基準

　　第８週　教育課程・保育課程の編成

　　第９週　多様な教育課程・保育課程

　　第10週　指導計画作成の手順－年間－

　　第11週　指導計画作成の手順－期間－

　　第12週　指導計画作成の手順－月案－

　　第13週　指導計画作成の手順－週案－

　　第14週　指導計画作成の手順－日案－

　　第15週　総括

【事前・事後学修】

　　事前学修…小テスト・レポート・発表等の課題に取り組む。

　　　　　　　（学修時間　週２時間）

　　事後学修…小テストの解答と解説、発表等に対する指摘について

　　　　　　　振り返り、確認する。テキストや資料プリントの次回

　　　　　　　授業範囲を読み、専門用語や人物について調べ、自分

　　　　　　　なりに理解しておく。（学修時間　週２時間）　

　　　

【テキスト・教材】

　　文部科学省『幼稚園教育要領解説』　　

　　厚生労働省『保育所保育指針解説書』

　　内閣府、文部科学省、厚生労働省

　　『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』

　　※テキストについては、確定次第、指示する。

　　

　　その他、資料プリントを適宜、配付する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　小テスト（20％）、試験（60％　※テキスト、資料プリント、ノ

　　ートの持ち込みは不可）、平常点〔授業態度・課題提出〕（20％）

　　実施した小テストは次回授業、試験は最終授業で解説し、フィード

　　バックを行う。

【参考書】

　　適宜、紹介、指示する。

【注意事項】

　　　授業形態は講義形式となるが、極力、双方向的な授業となるよう

　　に常に問いを発信し、発言を求めていくので、積極的に参加してほ

　　しい。

　
幼児教育法

　　

井口　眞美・長谷川　恭子

３年　通年　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、教育実習を行うにあたっての事前指導を中心に進

　　め、教育実習（幼小コースは3年2月、幼保コースは4年6月）の準備

　　を行う。具体的には、教育実習に関する諸手続き、意義・心得につ

　　いて学ぶ。また、教材研究を行い、日野市のこどもまつりに参加し

　　たり、指導案（部分実習）を作成し模擬保育を行ったりする。

【授業における到達目標】

　　教育実習に向けて、諸手続や実習の意義・心得について理解し、主

　　体的に教育実習に臨む姿勢を養い、「研鑽力」を育む。

　　「手をつなごう　こどもまつり」へ主体的に参加したり、模擬保育

　　を実施したりすることを通して、学生が修得すべき「行動力」「協

　　働力」のうち、問題解決力を身につけ、実践的な能力を高める。

【授業の内容】

　　（前期）

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　保育における表現とは1（表現能力の発達）

　　第３週　保育における表現とは2（感受と表現）

　　第４週　保育における表現とは3（体験）

　　第５週　遊びの展開

　　第６週　歌唱と鑑賞（第1グループの発表と鑑賞）

　　第７週　歌唱と鑑賞（第2グループの発表と鑑賞）

　　第８週　総合的な表現1（基礎）

　　第９週　総合的な表現2（展開）

　　第10週　保育者の役割（外部講師）

　　第11週　保育における表現の実際1(わらべうたによる保育の基礎)

　　第12週　保育における表現の実際2(わらべうたによる保育の展開)

　　第13週　実習園の開拓について

　　第14週　教材研究1（第1グループの発表と鑑賞）

　　第15週　教材研究2（第2グループの発表と鑑賞）、前期のまとめ

　　（後期）

　　第１週　夏休みの課題発表　

　　第２週　こどもまつりの準備1（活動内容の話し合い、準備）

　　第３週　こどもまつりの準備2（用具の作成、当日の打ち合わせ）

　　第４週　こどもまつり当日の運営

　　第５週　こどもまつりのふり返り

　　第６週　実習の心得＜外部講師による講話＞

　　第７週　指導案の書き方

　　第８週　指導案の作成

　　第９週　模擬保育（第1グループによる模擬保育）

　　第10週　模擬保育（第2グループによる模擬保育）

　　第11週　模擬保育（第3グループによる模擬保育）

　　第12週　模擬保育（第4グループによる模擬保育）

　　第13週　教育実習事前指導（幼小コース）

　　第14週　子育て支援の実際＜外部講師による講話＞

　　第15週　教育実習に向けて、壮行式

【事前・事後学修】

　　【事前学修】週2時間

　　教材研究、模擬保育、こどもまつりにおいては、事前に周到な準備

　　を行い当日を迎えること。

　　【事後学修】週2時間

　　授業を踏まえ、子どもと関わる機会を設けたり、保育に関する文献

　　を読んだりして知識を確実にすること。

【テキスト・教材】

　　なし。必要に応じてプリント等の資料を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　受講態度（授業への取り組み方）30％、授業内課題（指導案等）

　　40％、模擬保育30％

　　課題については振り返りの場をもち、観察学習での学びを定着させ
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　 　　る。また、模擬保育に関しては、個別にフィードバックを行い、再

　　度自分の保育を見直す機会を設ける。

【参考書】

　　文部科学省『幼稚園教育要領』（平成29年）

【注意事項】

　　実習に向けての手続きなども含まれる授業である。やむなく欠席し

　　た場合は、必ず井口研究室を訪問し、授業内容を確認し資料を受け

　　取ること。

　　外部講師による講話は、講師の都合により、日程が変更になること

　　がある。

　
生徒・進路指導論

　　

宮田　利幸

３年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　生徒指導と進路指導は、同じベクトル上にある。児童生徒が社会

　　的に自己実現できる自己指導能力の育成や将来の進路について、指

　　導・支援していく理論や方法を具体的な事例を交えながら考察し、

　　実践的に学ぶ。　

【授業における到達目標】

　　・生徒・進路指導の内容や方法を具体的、実践的に修得する。

　　・生涯にわたり学び、社会に貢献しようとする態度を修得する。

　　・人の生涯にわたる発達を包括的に理解することができる。

　　・多様な人々と協働し、他者の生活を支援することができる。

【授業の内容】

　　第１週　生徒・進路指導の意義と原理

　　第２週　生徒・進路指導の前提となる発達観と指導観

　　第３週　児童生徒の心理と児童生徒理解

　　第４週　生徒・進路指導と教育課程

　　第５週　学校における生徒指導体制

　　第６週　児童生徒の問題行動と教職員の向き合い方　その1

　　　　　　・問題行動のとらえ方と効果的な対応

　　第７週　児童生徒の問題行動と教職員の向き合い方　その2

　　　　　　・教職員の責務と学級担任の指導

　　第８週　生徒指導の方法－不登校のかかわりを中心に

　　第９週　生徒指導の方法－いじめのかかわりを中心に

　　第10週　生徒指導の方法－非行のかかわりを中心に

　　第11週　生徒指導の方法－学級崩壊のかかわりを中心に

　　第12週　教育相談

　　第13週　家庭・地域・関係諸機関と連携した生徒・進路指導

　　第14週　キャリア教育

　　第15週　総括

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　　次回の授業範囲を予習し、小テストや提出課題の準備をしておく

　　こと。（学修時間　週2時間）

　　【事後学修】

　　　ノート、テキスト、配布教材・資料等を整理・まとめ、理解して

　　おくこと。（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　・文部科学省『生徒指導提要』（教育図書株式会社2010年）276円

　　・教材・資料は、毎回プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・試験60％、小テスト20％、平常点（授業への積極性　提出課題）

　　20％。小テストは、次回授業でフィードバックを行う。

【参考書】

　　・文部科学省「生徒指導資料集」

　　・加澤恒雄・広岡義之編著「新しい生徒指導・進路指導－理論と実

　　　践」ミネルヴァ書房

【注意事項】

　　　双方向的な授業となるように、いろいろと問いを発信していくの

　　で、自分の思いや考えを記述や口頭等で積極的に表現し、意欲的に

　　授業に参加してほしい。
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相談援助

　　

大澤　朋子

４年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　保育所保育士は園児の保育はもちろんのこと、保護者への育児相

　　談、入園待機児の保護者や地域の子育て家庭の相談援助を担うこと

　　を期待されており、育児不安の軽減や児童虐待の早期発見を担う専

　　門職である。本科目では、相談援助の基本であるソーシャルワーク

　　の理論と技術を学び、後半では事例分析やロールプレイを通して、

　　保護者面接の基礎を学ぶ。

　　

【授業における到達目標】

　　保育者として相談援助にあたる際に必要とされる基本的な面接技法

　　・倫理を身につける。他者を理解し、支援する力を身につける。

　　学生が修得すべき「行動力」である、①現状を正しく把握し、課題

　　を発見する力、②目標を設定して、計画を立案・実行する力、③プ

　　ロセスや成果を正しく評価し、問題解決につなげる力、および「協

　　働力」のうち、①自己や他者の役割を理解し、互いに協力して物事

　　を進める力、②互いを尊重し信頼を醸成して、豊かな人間関係を構

　　築する力修得する。

【授業の内容】

　　（１）オリエンテーション・非言語メッセージ①五感を開く

　　（２）非言語メッセージ②距離・配置・空間

　　（３）言語・非言語メッセージを味わう

　　（４）相談援助の理論と意義

　　（５）相談援助の機能

　　（６）相談援助とソーシャルワーク

　　（７）保育とソーシャルワーク

　　（８）相談援助の対象と過程

　　（９）計画・記録・評価

　　（10）関係機関との協働と多様な専門職との連携

　　（11）相談援助の社会資源の活用・調整・開発

　　（12）ロールプレイ、フィールドワーク等による事例分析

　　（13）虐待の予防と対応等の事例分析

　　（14）障害のある子どもとその保護者への支援等の事例分析

　　（15）まとめ

【事前・事後学修】

　　事前：事例の背景理解のための調べ学修・レポート作成（学修時間

　　週2時間）

　　事後：授業で学んだ基本的な面接技法の練習、事例分析（学修時間

　　週2時間）

【テキスト・教材】

　　特に指定しない。教材・資料は演習ごとに配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的参加・リアクションペーパー・課題提出）

　　60％、レポート40%

　　毎回の授業でグループワークへのフィードバックを行う。

　
保育実習２ａ（保育園）

　　

松田　純子・山下　晶子

４年　集通　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　保育士資格を取得するためには、保育所での実習および保育所以

　　外の児童福祉施設での実習が必修となる。

　　　「保育実習２a」では、「保育実習１a」での経験と学びを基に、

　　保育所保育についてさらに実際的な理解を深め、保育者としての総

　　合的な実践力を養う。自ら指導計画案を立案して実施する責任実習

　　等の経験を通して、乳幼児理解をさらに深めると同時に、保育の実

　　践的技能や指導力の向上を図り、保育者としての資質を高めること

　　を目標とする。

【授業における到達目標】

　　・保育所の機能について理解を深める。

　　・保育士の役割について理解を深める。

　　・乳幼児への理解を深め、適切な援助を考え実践できる総合的な

　　　保育実践力を高める。

　　・目標を設定して計画・実行できる「行動力」をより確かなもの

　　　にする。

　　・実習を通して自己成長する「研鑽力」を身につける。

　　・実際の保育現場で、他者と協力して自らの役割を果たす「協働

　　　力」を身につける。

【授業の内容】

　　・事前指導　※「保育実習指導２」の授業において行う

　　・実習

　　　　実習時期：　９月（予定）

　　　　実習期間：　２週間

　　　　実 習 園：　日野市立保育園　他

　　・事後指導　※「保育実習指導２」の授業と個人面談指導にて行う

　　　　‐実習のまとめおよび反省

　　　　‐実習報告会

　　　　‐実習の評価および今後の課題の明確化（個人面談指導）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　・実習園によるオリエンテーションを受ける（１時間）

　　・乳幼児に関わるボランティア活動を行う（任意）

　　・保育教材の準備や実技練習〔実習期間〕（１時間×11日間）

　　【事後学修】

　　・実習日誌を書く〔実習期間〕（３時間×11日間）

　　・実習報告書を作成する（３時間）

　　・自己評価シートで課題を明確にする（１時間）

【テキスト・教材】

　　・「保育実習２a（保育園）の手引き」（『保育実習２a日誌』）

　　・『平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型

　　　認定こども園教育・保育要領〈原本〉』（ﾁｬｲﾙﾄﾞ本社 2017年）

　　　500円（税別）

　　・『基本保育シリーズ⑳ 保育実習』（中央法規 2016年）2,400円

　　　（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・実習園による評価50％、実習日誌・実習報告・個人面談等に

　　　基づいた評価50％

　　・実習評価のフィードバックは個人面談にて行う。

【参考書】

　　・適宜紹介、指示する。

【注意事項】

　　・「保育実習１a」「保育実習１b」と必修科目の単位を修得して

　　　おくこと。

　　・原則として遅刻・欠席は認めない。
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保育実習２ｂ（児童福祉施設）

　　

松井　利恵・大澤　朋子

４年　集通　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　保育士の資格を取得するためには、保育所での実習及び保育所以外

　　の児童福祉施設での実習が必要となる。

　　保育実習２ｂは、保育実習１ｂで実施した保育所以外の児童福祉施

　　設等における実習の内容をより深め、施設利用児・者に対する直接

　　的援助に加え、児童福祉施設の持つ社会的機能や、児童の家庭や地

　　域社会における支援など、児童を取り巻く社会環境にも視野を広げ

　　た実習を行う。また、これまで大学で学んできた知識や技能を、施

　　設の現場において総合的に実践する応用能力を高める。

【授業における到達目標】

　　・児童福祉施設の機能や保育士の役割について理解を深める。

　　・施設利用児・者への理解を深め、支援の基本を身につける。

　　・修得すべき「美の探究」の内、保育者としての倫理観を高め、人

　　格を陶冶しようとする態度を身につける。

　　・修得すべき「行動力」の内、現状を正しく把握し、課題を発見で

　　きる力をより確かなものにする。

　　・実際の福祉現場で総合的な「協働力」を修得する。

【授業の内容】

　　・事前指導　※「保育実習指導２」の授業において行う

　　・実習

　　　　実習期間：９月（予定）

　　　　実習期間：実働11日以上（２週間程度）

　　　　実習施設：乳児院、母子生活支援施設、障害児入所施設、児童

　　　　　　　　　発達支援センター、障害者支援施設、児童養護施　

　　　　　　　　　設、児童相談所一時保護施設、児童厚生施設 等の

　　　　　　　　　いずれか１施設　　　　　　

　　・事後指導　※「保育実習指導２」の授業と連携して行う

　　　‐実習のまとめ及び反省

　　　‐実習報告会

　　　‐実習の評価及び今後の課題の明確化（個人面談指導）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　・実習施設によるオリエンテーションを受ける（１時間）

　　・実習施設についての学修（３時間）

　　・実習の手引きやテキストを読み直す（５時間）

　　【事後学修】

　　・実習日誌を書く［実習期間］（３時間×11日間）

　　・実習報告書を作成する（３時間）

　　・自己評価シートで課題を明確にする（１時間）

【テキスト・教材】

　　・『基本保育シリーズ20 保育実習』（中央法規 2016年）2,592円

　　（税込）

　　・資料プリントを配付する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・実習施設による評価（50％）、実習日誌、実習報告、個人面接等

　　に基づいた評価（50％）

　　・実習評価のフィードバックは、個人面談にて行う。

【参考書】

　　・適宜紹介、指示する。

【注意事項】

　　・実習の実施には、必修科目の単位取得を要する。

　　・原則として、遅刻や欠席は認めない。

　
教職論

　　

田中　正浩

４年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　　本授業では、教員の仕事と役割、教職の歴史・意義、教員に係る

　　各種規則について、さらに、教職の専門性の特質、教職の社会的性

　　格、今日の教育課題と教師などといった視点から教員の果たす役割

　　や課題について理解する。

【授業における到達目標】

　　　本授業では、教師の役割、責務、専門性などを、将来教壇に立つ

　　自身の姿を描きながら、学修したことを基に、自分の言葉で説明で

　　きるようになることを最終的な目標とする。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス

　　第２週　教員の仕事と役割

　　第３週　教職の歴史

　　第４週　教職の意義

　　第５週　教職観と理想の教師像　　　

　　第６週　教員養成の歴史　　　　

　　第７週　教員の任用と服務　　　　　　

　　第８週　教員に係る規則

　　第９週　教職の専門性　

　　第10週　教師の資質能力向上と評価

　　第11週　教師の資質能力向上と研修体制

　　第12週　教職の社会的性質　　　　　　

　　第13週　教員採用試験

　　第14週　今日の教育課題と教師

　　第15週　総括

【事前・事後学修】

　　事前学修…小テスト・レポート・発表等の課題に取り組む。

　　　　　　　（学修時間　週２時間）

　　事後学修…小テストの解答と解説、発表等に対する指摘について

　　　　　　　振り返り、確認する。テキストや資料プリントの次回

　　　　　　　授業範囲を読み、専門用語や人物について調べ、自分

　　　　　　　なりに理解しておく。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　資料プリントを適宜、配付する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　小テスト（30％）、試験（60％　※テキスト、資料プリント、

　　ノートの持ち込み不可）、平常点〔授業態度・提出課題〕（10％）

　　実施した小テストは次回授業、試験は最終授業で解説し、フィード

　　バックを行う。

【参考書】

　　適宜、紹介、指示する。

【注意事項】

　　　授業は、内容に応じて講義、グル―プ討議、ビデオ視聴などで進

　　めていく。常に、問いを発信していくので、積極的に発言し、参加

　　すること。
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子ども理解とカウンセリング

　　

塚原　拓馬

４年　後期　2単位　　

◎：行動力　○：美の探究、研鑽力

【授業のテーマ】

　　子どもと保護者を理解するために必要な知識と方法を学び、問題を

　　抱える子どもの心理的側面の理解と対応方法や保護者への心理的支

　　援の在り方について学ぶ。また、実際のカウンセリングについて、

　　ロールプレイ等の技法を用いて実践的に習得していく。

【授業における到達目標】

　　発達的問題を抱える子どもの保護者への対応（親支援）や、カウン

　　セリングにおける対象理解（子ども理解）の方法や知見を学修する

　　ことを目標とします。そして、物事の真理（人間の心理）を探究し

　　ていく態度により、対象児（者）の問題を正しく把握し、心理的課

　　題の解決に繋げることができる力に対する志向性を持つことを達成

　　目標とする。

【授業の内容】

　　第１週　子どもの理解とカウンセリングについて

　　第２週　教育相談の理解①「ラポール形成」

　　第３週　教育相談の理解②「心理査定」

　　第４週　教育相談の理解③「心理面接」

　　第５週　子どもの理解①「学習障害」

　　第６週　子どもの理解②「注意欠陥多動性障害」

　　第７週　子どもの理解③「広汎性発達障害」

　　第８週　子どもの理解④「愛着障害」　

　　第９週　子どもの理解⑤「行動障害」

　　第10週　子どもの理解⑥「その他の障害」

　　第11週　教育相談と技法①「行動療法」

　　第12週　教育相談と技法②「来談者中心療法」

　　第13週　教育相談と技法③「認知療法」

　　第14週　統合型心理療法：特別講座

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　各回についての小レポート作成およびレジメの作成に取り組むこと

　　（学修時間週２時間）

　　

　　【事後学修】

　　各回についての小レポート復習およびレジメの復習に取り組むこと

　　（学修時間週２時間）

【テキスト・教材】

　　詳細は初回授業時に指示する。

　　・氏家寛他 1995「幼児保育とカウンセリングマインド」　ミネル

　　ヴァ書房 \2600＋税

　　・大竹直子 2014「やさしく学べる保育カウンセリング」金子書房

　　　￥1800＋税

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　レポート50%　

　　平常点（発表、ロールプレイでの習得度）50%

　　　レポートについては、記述された質問や感想に対して授業内でフ

　　ィードバックしていく。発表、ロールプレイについては、各回にお

　　いて、テーマの解説を交えて、その都度フィードバックしていく。

【参考書】

　　・橋本 敞 2005（編著）子どもの理解とカウンセリングー子育て支

　　援に向けてー 株式会社みらい ￥2000＋税

【注意事項】

　　発表やロールプレイなどの体験学習も取り入れていくため、積極的

　　に授業に参加し、発言することが求められる。また、外部講師によ

　　る特別講座も取り入れていく。

　
家庭支援論

　　

大澤　朋子

４年　前期　2単位　　

○：研鑽力、行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　保育所や幼稚園では従来から子ども達の保護者に対して様々な支援

　　が行われてきたが、近年の法改正に伴い、保育所、幼稚園、認定子

　　ども園では子育て家庭に対する支援の充実がますます求められてい

　　る。本科目では保育に従事する保育者がその役割を担うことができ

　　るよう、家庭支援に関する領域を学ぶ。

【授業における到達目標】

　　保育現場および保育者の特性を活かした家庭支援の必要性や目的・

　　役割を理解する。家庭支援の実践にあたっての基礎的な知識を習得

　　し、家庭支援を行なう保育者に求められる基本姿勢や職業倫理を身

　　につけることを目標とする。

　　学生が修得すべき「行動力」のうち、①現状を正しく把握し、課題

　　を発見する力、および「協働力」のうち、①自己や他者の役割を理

　　解し、互いに協力して物事を進める力を修得する。

【授業の内容】

　　（１）家庭支援とはなにか

　　（２）家庭と家族

　　（３）保育者による家庭支援の基本

　　（４）子育て家庭をとりまく社会環境

　　（５）ワークライフバランスと父親の子育て

　　（６）子育て家庭支援施策の展開

　　（７）子育て家庭支援のための社会資源とネットワーク

　　（８）多様な子育て支援サービス

　　（９）保育所等の家庭への支援

　　（10）地域の子育て家庭への支援

　　（11）これからの家庭支援

　　（12）特別な配慮が必要な子どもの家庭への支援

　　（13）要保護児童とその家庭に対する支援

　　（14）様々な課題を持つ家庭への支援

　　（15）まとめ・発表

【事前・事後学修】

　　事前：各回のトピックに合わせた新聞記事等の情報収集、レポート

　　課題等に取り組む（学修時間週2時間）

　　事後：講義ノートの整理、復習を行う（学修時間週2時間）

【テキスト・教材】

　　高辻千恵・山縣文治編「新プリマーズ／保育／福祉　家庭支援論」

　　ミネルヴァ書房2016年　2000円（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的参加・発表・リアクションペーパー）40

　　％、レポート60%

　　最終回でレポートのフィードバックを行う。
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保育相談支援

　　

松井　利恵

４年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　 保育所保育指針が改正され、保育相談支援は保育士の大きな役割

　　として位置づけられている。保育士の保育に関する専門的知識・技

　　術をもって保護者の相談を受け、保護者・地域と共に課題に向けた

　　支援を目指す。保育相談支援では、保育相談支援の意義、保護者支

　　援の基本を学び、保護者への支援が保育現場で実践できることを目

　　指す。

【授業における到達目標】

　　　保育相談支援では、自ら積極的に学修し考える力と、他者と話し

　　合い協働して目標を修得する。

　　　１．保育相談支援の意義と原則について理解する。

　　　２．保護者支援の基本を理解する。

　　　３．保育相談支援の実際を学び、内容や方法を理解する。

　　　４．保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理

　　解する。

【授業の内容】

　　第1週　保護者に対する保育相談支援の意義

　　第2週　保育の特性と保育士の専門性を生かした支援

　　第3週　保護者と子どもの成長の喜びを共有する支援

　　第4週　保護者の養育力の向上に資する支援

　　第5週　支援の基本原則

　　第6週　地域資源の活用と関係機関の連携と協働

　　第7週　保育に関する保護者への指導・助言

　　第8週　保護者支援の内容と方法

　　第9週　保護者支援の方法と技術

　　第10週　保護者支援の計画、評価、記録

　　第11週　保育所における保育相談支援

　　第12週　保育所における特別な対応を要する家庭への支援

　　第13週　児童養護施設の要保護児童の家庭への支援

　　第14週　障害児施設、母子生活支援施設等における支援

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修　関連の新聞記事や関連書籍を読み情報収集、レポート、

　　課題の取り組み(学修時間　週2時間)

　　事後学修　講義プリントの整理、復習を行う(学修時間　週2時間)

【テキスト・教材】

　　プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点(授業の積極的参加・発言、リアクションペーパー)50％

　　レポート50％

　　リアクションペーパーのフィードバックは授業内で適宜行う。レポ

　　ートのフィードバックは授業最終回で行う。

【参考書】

　　西村重稀・青井夕貴編集「保育相談支援」中央法規　2000円

【注意事項】

　　　演習科目のため、主体的に学ぶ姿勢を期待する。

　
保育実習指導２

　　

松田　純子・松井　利恵・大澤　朋子

４年　通年隔週　1単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　保育士資格を取得するためには、保育所での実習および保育所以

　　外の児童福祉施設での実習が必修となる。

　　　「保育実習指導２」では、「保育実習２a（保育園）」「保育実

　　習２b（児童福祉施設）」のための事前・事後指導を行う。「保育

　　実習１a（保育園）」「保育実習１b（児童福祉施設）」での経験と

　　学びを基に、保育所保育・施設保育について、さらに実践的な学び

　　を深める。また自ら指導案/個別支援計画を作成して実施する責任

　　実習等の事前準備や振り返りを通して、子ども理解の深化と保育の

　　実践的技能や指導力の向上を図ると同時に、外部講師の講話を聞く

　　などして、保育者としての資質を高めることを目標とする。

【授業における到達目標】

　　・保育所や児童福祉施設の社会的機能を理解する。

　　・保育所保育士や施設保育士の役割について理解を深める。

　　・保育を構想、立案して実践する力を身につける。

　　・目標を設定して計画・実行できる「行動力」をより確かなもの

　　　にする。

　　・実習（準備や振り返りの過程を含む）を通して、自己成長する

　　　「研鑽力」を身につける。

　　・互いに協力して物事を進める「協働力」を身につける。

【授業の内容】

　　１．「保育実習２」ガイダンス

　　２．実習の心構えとマナー（外部講師）

　　３．保育記録（日課）

　　４．保育記録（事例と考察）

　　５．指導案／個別支援計画

　　６．教材研究

　　７．乳児の発達と援助

　　８．気になる子ども・障害を持つ子どもの保育

　　９．保育士資格手続きと就職　

　　10．「保育実習２」振り返り①グループ討議

　　11．「保育実習２」振り返り②グループ発表

　　12．保育と儀礼文化（外部講師）

　　13．保育の現場から（1）子ども理解（外部講師）

　　14．保育の現場から（2）子育て支援（外部講師）

　　15．実習報告会

　　16．総括

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　・実習先の調査・学修（３時間）

　　・保育教材の準備や実技練習（週５時間×８週）

　　・指導案作成（10時間）

　　・保育所や施設でのボランティア等の経験（任意）

　　【事後学修】

　　・授業内容についての復習（週１時間）

　　・「保育実習２報告書」作成（３時間）

【テキスト・教材】

　　・「保育実習２a（保育園）の手引き」（『保育実習２a日誌』）

　　・「保育実習２b（児童福祉施設）の手引き」（『保育実習２b

　　　日誌』）

　　・『平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型

　　　認定こども園教育・保育要領〈原本〉』（ﾁｬｲﾙﾄﾞ本社 2017年）

　　　500円（税別）

　　・『基本保育シリーズ⑳ 保育実習』（中央法規 2016年）2,400円

　　　（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・レポート課題30％、平常点（授業への積極参加・課題提出）40％
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　 　　　実習報告30％

　　・課題の評価のフィードバックは、授業評価のコメントにて行う。

【参考書】

　　・授業時に適宜紹介、指示する。

【注意事項】

　　・原則として遅刻や欠席は認めない。

　　・外部講師による特別講義は、講師の都合により日時を変更する場

　　　合がある。

　
教育実習指導（幼稚園）

　　

井口　眞美

４年　集通　1単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　この授業は、教育実習を行うにあたっての事前・事後指導を中心

　　に進め、教育実習（幼保コース4年6月）の準備や振り返りを行う。

　　具体的には、教育実習に関する諸手続き、教育実習の意義・心得、

　　教材研究、幼児に指導を行う際に必要不可欠な指導案（部分実習）

　　の作成等について学んだり、実習での学びをまとめたりする。

【授業における到達目標】

　　・実習にあたり、事前・実習中・事後の諸手続を滞りなく行い、主

　　　体的に実習に臨む姿勢を培う。

　　・教育実習の意義・心得を理解し、現状を的確に把握する視点を　

　　　もって実習に取り組む。

　　・ボランティアの参加、指導案の作成、教材研究等、事前準備を周

　　　到に行い、意欲的に実習に臨み、行動力、協働力を培う。

　　・実習をふり返り、自己の成長や自己課題を明らかにし、問題解決

　　　につなげることで研鑽力を高める。

【授業の内容】

　　第１週　教育実習とは（教育実習の意義・心得）

　　第２週　個人票の作成

　　第３週　日誌の書き方①（日のねらいと日の流れ）

　　第４週　日誌の書き方②（エピソード記録の取り方）

　　第５週　指導案作成に関する留意事項

　　第６週　教材研究①（保育実習のふり返り）

　　第７週　教材研究②（製作）

　　第８週　教材研究③（リズム、音楽）

　　第９週　教育実習のふり返り①（子どもとの関わり）

　　第10週　教育実習のふり返り②（保育者の援助）

　　第11週　教育実習のふり返り③（保育観の明確化）

　　第12週　実習報告会準備（書類作成）

　　第13週　実習報告会準備（リハーサル）

　　第14週　実習報告会

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】（週1時間）

　　・配布された資料は、次回の授業までに読んでおくこと。

　　・実習に向け、教材研究等を行っておくこと。

　　【事後学修】（週1時間）

　　・授業内容をふまえ、各自で指導案を作成する等、実習の準備及び

　　　振り返りを行うこと。

【テキスト・教材】

　　『幼保連携型認定こども園保育・教育要領 幼稚園教育要領 保育所

　　保育指針』内閣府・文部科学省・厚生労働省 チャイルド社 2017年

　　（540円）

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　受講態度（授業への取り組み方等）30％、授業内課題（指導案等）

　　40％、ふり返り課題、実習報告会30％

　　フィードバックの方法としては、実習の事前に個別面談を行い準備

　　状況の確認をする。また指導案の添削をして返却をする。

【参考書】

　　『実習日誌の書き方』相馬和子、中田カヨ子：編　萌文書林　2010

　　年（1680円）

【注意事項】

　　実習に向けての手続きなども含まれる授業であるため、授業への取

　　り組み方や授業態度を重視して成績評価を行う。

　

－90－
─ 472 ─ ─ 473 ─



　
教育実習ａ（幼稚園）

　　

井口　眞美

４年　集通　4単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　幼稚園教諭免許状の取得希望者は、教育実習ａを履修し幼稚園で

　　の実習を行う。

　　　ここでは、大学での学びや保育実習での経験を基に、幼稚園教育

　　についてさらに実際的な理解を深め、保育者としての総合的な実践

　　力を養う。自ら指導計画案を立案して実施する責任実習等の経験を

　　通して、幼児理解を深めると同時に、実践的技能・指導力の向上を

　　図り、保育者としての資質を高めることを目標とする。

【授業における到達目標】

　　○学修を通して自己成長する力を育む。

　　・これまでの大学の学びを生かして保育を実践することで、幼児理

　　　解を深める。

　　・保育を行い、学ぶ愉しみを知り、幼稚園教諭としての実践的な技

　　　能・指導力を向上させる。

　　・保育現場での学修成果を実感して、幼稚園教諭としての自信と意

　　　欲を抱く。

【授業の内容】

　　・事前指導　…「教育実習指導」の授業において行う。

　　・実習

　　　　実習時期：６月（予定）

　　　　実習期間：４週間

　　　　実習園　：公立、私立幼稚園　他

　　・事後指導　…「教育実習指導」の授業と個人面接指導にて行う。

　　　　実習のまとめおよび反省

　　　　実習報告会

　　　　実習の評価および今後の課題の明確化（個人面接指導）

【事前・事後学修】

　　【事前学修】（毎日1時間）

　　・実習園によるオリエンテーションを受ける。予め、「教育実習　

　　　（幼稚園）ａの手引き」（『教育実習ａ日誌』）をよく読んでお

　　　く。

　　・保育に先がけ、ピアノ練習、保育教材の準備を行う。

　　【事後学修】（毎日2時間）

　　・日誌により、保育の振り返りを行う。

【テキスト・教材】

　　『幼保連携型認定こども園保育・教育要領 幼稚園教育要領 保育所

　　保育指針』内閣府・文部科学省・厚生労働省 チャイルド社 2017年

　　（540円）

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　実習園による評価50％、実習日誌・実習報告・個人面接等に基づい

　　た評価50％

　　実習園からの評価をふまえ、担当教員による個人面談を行い、学び

　　のフィードバックを行う。

【参考書】

　　適宜紹介・指示する。

【注意事項】

　　・必須科目の単位を修得しておくこと。

　　　この科目に関して、WEBでの履修登録を忘れないこと。

　　・学外実習（幼稚園）が中心となる授業であるため、原則として遅

　　　刻・欠席は認めない。

　
保育・教職実践演習（幼稚園）

　　

井口　眞美・南雲　成二

４年　後期　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、指導案の作成、現職幼稚園教諭、保育士からの指

　　導（求められる保育者像、資質、技能について）等から、4年間の

　　学びを振り返る。また、グループ討議や実地観察を行い、「専門的

　　知識・技術を備え、実践力を発揮できる保育者」を育てることを最

　　終目的とする。

【授業における到達目標】

　　・学生が修得すべき「行動力」のうち、保育者になるにあたっての

　　　自己課題を明らかにし、主体的に解決できる力を身につける。

　　・保育者としての専門的地域・技術を身につけ、実践力を高めて、

　　「研鑽力」「協働力」を身につける。

　　・外部講師の話や実地見学を通して、保育者としての将来に期待と

　　　自信をもつことができる。

【授業の内容】

　　第１週　実践演習カルテについて

　　第２週　自己課題解決に向けてのディスカッション

　　第３週　前週の内容に関するグループ発表

　　第４週　園長講話…現職幼稚園長を招く

　　　　　　　＜講師の都合により、日程を変更することがある＞

　　第５週　自己の学びのふり返り（文章化）

　　第６週　幼小の接続において大切にしたいこと

　　第７週　先輩保育者の話…卒業生である保育者6名程度を招く

　　　　　　　＜講師の都合により、日程を変更することがある＞

　　第８、９週　幼稚園、保育所での観察

　　　　　　　＜日野市内の園でのフィールドワーク：日程未定＞

　　第10週　園見学の発表①（遊びの記録についての発表）

　　第11週　園見学の発表②（環境構成の工夫についての発表）

　　第12週　子育て支援活動の話…NPO活動団体の方を招く

　　　　　　　＜講師の都合により、日程を変更することがある＞

　　第13週　実践力の育成（自己紹介）

　　第14週　実践力の育成（伝承遊び）

　　第15週　カルテ作成、まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　　これまでに記入したカルテを見直し、不備がないか確認してお　

　　　くこと。カルテにより自己課題と考えられる内容に関しては、補

　　　完的に学修を進めておくこと。（週1時間）

　　【事後学修】

　　　授業で配布されたプリント等は、翌週までによく読んでおくこ

　　　と。（週1時間）

【テキスト・教材】

　　生野金三他『保育・教職実践演習』（萌文書林）2016年，2000円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業態度（授業への取り組み）50％、提出物やレポート50％

　　・教職カルテは返却し、学修成果の自己評価を行う場を設ける。

　　・各回の課題は振り返りの機会を設ける。

　　　

【参考書】

　　文部科学省『幼稚園教育要領』（平成29年）

　　厚生労働省『保育所保育指針』（平成29年）

　　内閣府『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』（平成29年）

【注意事項】

　　授業への積極的な参加が求められる。成績評価は、授業への取り組

　　み方や授業態度を重視する。
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教職実践演習（幼・小）

　学び手と共に成長し続けることのできる教師を目指して

南雲　成二・井口　眞美

４年　後期　2単位　　

◎：行動力　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　「小学校教諭・幼稚園教諭としての最終準備、実践力の点検と整

　　備・拡充」が授業のテーマである。「教職の意義と価値」「学年・

　　学級経営力の伸長」「保育力と守育力・学習指導支援力の向上」「

　　幼児・児童理解、保護者理解の深化」「組織協働力・チーム力の向

　　上」の５つの柱を大切に授業を進める。講義・グループ協議、模擬

　　授業研究・授業評価改善研研究、卒業論文制作を核とした個人研究

　　など、様々なアプローチを組合せながら、主体的・積極的に授業に

　　参加し、教育実践力（＝教師力・担任力）のさらなる拡充を図る。

　　

　　

【授業における到達目標】

　　教育に従事する専門職人としての「職能成長の基礎」を修得する。

　　①教諭としての使命感や責任感、教育愛（保育・療育・守育）につ

　　いての認識と自覚を深めることができるようになる。②自分自身の

　　教育実践課題を明確にすることができるようになる。③子ども理解

　　保護者理解を深めながら、その基礎となる担任としてのコミュニシ

　　ョン力を高めることができるようになる。年間を見通した学級・学

　　年経営の基本を身につけることができるようになる。　　　　　　

　　また、学生が修得すべき「協働力」①自己や他者の役割を理解し、

　　互いに協力して物事を進めることができる力②互いを尊重し信頼を

　　醸成して豊かな人間関係を構築することができる力を修得する。

【授業の内容】

　　第１回　オリエンテーション。本科目の目的、概要を理解する。

　　第２回　履修カルテや実習ノート、教育法学習記録、採用試験対策

　　　　　　資料等、歩みを振り返り、教育実践への展望を持つ。

　　第３回　子どもの心理、能力・発達・学習についての理解を深める

　　　　　　三間（時間・空間・人間）から再度教育環境を考える。

　　第４回　学級学年経営の考察①幼稚園の1年間・子どもの1日と教師

　　第５回　学級学年経営の考察②小学校の1年間・子どもの1日と教師

　　第６回　小学校・幼稚園の教育実習体験を基に、子どもの生活指導

　　　　　　学習指導の実践課題を整理し、職能成長の課題を掴む。

　　第７回　これからの幼保小連携の課題と実践方法を考察する。

　　　　　　教師の仕事を見つめ、専門職として可能性を考え合う。

　　第８回　インクルーシブ教育、特にユニバーサルデザインを活かし

　　　　　　た教育と教育実践を考える。（特別支援教育や個別支援教

　　　　　　育との関連考察も深めながら）

　　第９回　学習づくり学級づくり、人間関係づくり（子どもと教師　

　　　　　　と保護者＆地域）を基にした「学級経営案」作成を行う。

　　第10回　学級経営案作りを通して担任力（学級学年学校）を高める

　　第11回　「学級だより」「あゆみ」「学習指導要録」の模擬制作　

　　　　　　を通して、教師の学習文化推進力を考察する。

　　第12回　教育実習授業指導案を反省材料に、子どもも教師も共に　

　　　　　　納得のいく授業・学習づくり「指導案検討」を行う。

　　第13回　最終模擬授業実施と授業研究①（PDSIサイクル教科編）

　　第14回　最終模擬授業実施と授業研究②（PDSIサイクル領域編）　

　　第15回　実習校や授業研究参観校のレポートをもちより、学校学習

　　　　　　文化～子ども・教師・保護者・地域社会～に関する協議を

　　　　　　行い、「教職実践演習」のまとめを行う。最終レポート課

　　　　　　題「教育実践への抱負、学習創造への願い」

【事前・事後学修】

　　【事前学修】授業テーマ毎に小レポートや学修記録をまとめ、授業

　　に参画する。特に「H28.12.21発表 中教審最終答申（第197号）」

　　を丁寧に読み、それを基に教育実践課題レポートを積み上げる。　

　　　（学修時間　週２時間）　　　　　　　　　　

　　【事後学修】課題レポートや講義資料を見直し復習を徹底し、明日

　　に役立つ「MY教育実践研究ノート」にファイルする。次回の授業範

　　囲を予習し、実践力UPに備える。（学修時間　週２時間）

　【テキスト・教材】

　　各自の「教育実習ノート」、「教科教育関係教材・学習記録」、教

　　職採用試験対策資料等、その他必要に応じて教員から配布される教

　　材。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的参加及び発表・交流学習への参加態度の充

　　実）50％、課題レポートや模擬授業への取り組みと「MY教育実践研

　　究ノート」の蓄積等50％、で総合的に評価する。実施した小テスト

　　やミニレポート（MY教育実践研究ノートの章・節ごとの後書き等）

　　は次回授業、課題レポートや試験結果等は最終授業でフィードバッ

　　クを行う。

【参考書】

　　　幼児保育・初等教育専攻コースとして、1年生から４年生までに

　　活用してきた全てのテキストと講義・学習資料。及び自分自身の愛

　　読書や卒論制作間関連文献等。

　　　特に南雲担当科目関連①国語（1年次）②初等国語科教育法（1年

　　次）③教育方法・技術（１年次）④基礎演習１（1年次）⑤特別活

　　動の方法（２年次）⑥児童指導法（2年次）⑦教育実習指導と小学

　　校教育実習（３年次）⑧カリキュラム論a（３年次）⑨教育学演習

　　（教員採用試験対策関連含、2～4年次）
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生活心理演習

　　

細江　容子・高橋　桂子

４年　通年　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　われわれの生活と関わる文化は、芸術や文学など人間が生み出し

　　た高度な内容を含むとともに、人間が社会の中で長年にわたって形

　　成してきた慣習や振る舞いの体系をさすものである。この意味では

　　衣・食・住などの日常生活全般に関わる習慣や道徳、宗教、芸術か

　　ら政治、経済といった社会構造全般までその範疇は非常に広い。

　　　生活文化学科の生活心理演習においては、日本の生活文化を理解

　　すると同時にグローバル化の中、国際的に活躍できる女性として日

　　本が育んだ文化の実際を実習により習得し、実践できることを目的

　　とする。また、国際社会の中に生きていくことができる社会人とし

　　て基本となるビジネスマナーとコミュニケーション手法、衣･食・

　　住に関わる生活マナーを習得し実践できることを目的とする。さら

　　に、変化のはげしい社会の中で仕事をして生き抜いていくための労

　　働法や福祉制度、医療の実際（選ぶ医療へ）に関してよりよい実際

　　的な学びや、折れない心と関わるレジリエンス手法、情報発信能力

　　のためのウェブページ作成法を習得し、実際に情報が発信できる様

　　にすることを目的とする。

　　　本講義では専門領域の外部講師を招いたり、必要に応じて施設等

　　での実習を行うなどして学びを深める。

【授業における到達目標】

　　・ビジネスマナーとコミュニケーション手法、衣・食・住に関わる

　　　生活マナーを習得し実践できる。

　　・労働法や福祉制度、医療の実際（選ぶ医療へ）、折れない心と関

　　　わるレジリエンス手法に関して実際的な学びにより生活に活用で

　　　きる能力を身につける。

　　・情報発信能力のためのウェブページ作成法を習得し、実際に情報

　　　を発信できる。

　　・これらの知識や技術に基づき、人の文化の営みを総合的にとらえ

　　　その生活課題について、理解・考察し、多様な人々と協働して、

　　　生活の向上を図る能力の養成を目的とする。

【授業の内容】

　　１． ガイダンス

　　２．３ 日本文化の実際a （外部講師等）

　　４．５ 日本文化の実際ｂ（外部講師等）

　　６．７ 日本文化の実際ｃ（外部講師等）

　　８．９.10 各国の食事のマナーの実践

　　　　　　　（マナーを知り実践しよう

　　　　　　　　学外実習予定,プレゼンテェ-ション等）

　　11. 12 ビジネスのための英語と

　　　　　　グローバルコミュニケーション能力について

　　　　　（外部講師等）

　　13. 実習のためのマナー日常生活のマナー

　　14.15 交流会の実際と演習（生活心理をキーワードにして）

　　16. 自分の学びや資格を生かしたキャリアをデザインしよう

　　17. キャリアと関わる労働法の実際

　　18. キャリアと関わる福祉制度の実際

　　19. キャリアと関わる医療の実際

　　20. キャリアと関わるレジリエンス思考法（外部講師等）

　　21. プレゼンテーション能力を磨く

　　22. 学びや資格を基にキャリアデザインを発表しようI

　　23. 学びや資格を基にキャリアデザインを発表しようII

　　24． エクセルの実際

　　25. ウェブサイトの作成手法（講義と実際 外部講師等）

　　26. ウェブサイトの作成実習（内容の検討）

　　27. ウェブサイトの作成実習（作成の実際）

　　28. ウェブサイトの作成実習（全体の修正と立ち上げ等）

　　29. パーティを主催しよう

　　30. パーティの実践とまとめ

　【事前・事後学修】

　　【事前学修】配布資料を基に、レポート・発表、実技の取得等に取

　　　　　　　　り組むこと。（学修時間 週２時間）

　　【事後学修】講義、課題発表、実習等の復習をすること。（学修時

　　　　　　　　間 週２時間）

【テキスト・教材】

　　教師の指示に従うこと。資料等を配付する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　実習40％、提出課題30％、平常点（授業への積極的参加、授業内

　　課題）30％。実習の評価、提出課題、平常点に関しては、そのつど

　　全体における講評を行うなどと同時に個々への対応を行うなどして

　　いる。

【参考書】

　　教員の指示に従うこと。

【注意事項】

　　外部講師等の関係で予定が異なることがある。

　　履修要項に示す様に、実習費等として別途徴収することがある。
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生活心理実習

　　

塚原　拓馬

４年　集通　3単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　人々の生活の場面での、心理支援のための基礎的な方法を観察・体

　　験・考察し、生活における課題の解決のための基本的知識を習得す

　　る。また、4年間の生活心理の学びの実践的学びとするとともに、

　　卒業後の就職・進学の準備とする。

【授業における到達目標】

　　福祉、教育保育、心理等の対人支援の現場において、課題の解決の

　　ための基礎的な方法について見学・体験をすることで理解する。

　　・学生が修得すべき「研鑽力」のうち、広い視野と深い洞察力を身

　　につけ、本質を見抜く力を修得する。

【授業の内容】

　　１．オリエンテーション

　　２．生活心理実習の意義と目的など

　　３．福祉フィールド１：福祉の現在と課題

　　４．福祉フィールド2：社会福祉の現場（特別講座）

　　５．発達支援フィールド１：発達支援の現在と課題

　　６．発達支援フィールド2：発達支援の現場（特別講座）

　　７．保育教育フィールド１：保育教育の現在と課題

　　８．保育教育フィールド2：保育教育の現場（特別講座）

　　９．実習の注意点：倫理など

　　１０．実習の注意点：準備など

　　１１．実習日誌の記録方法１：エピソード式

　　１２．実習日誌の記録方法2：時系列式

　　１３．事後指導１：学びのまとめと報告；福祉

　　１４．事後指導2：学びのまとめと報告；心理

　　１５．事後指導3：学びのまとめと報告：教育

　　

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小テスト・レポート・発表等の課題に取り組むこと。

　　（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】発表・小テスト等を復習すること。次回の授業範囲を

　　予習し、専門用語等を理解しておくこと。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　テキスト等は初回授業時に指示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　実習の評価60%、平常点（授業への取り組み、提出物、発表）20%、

　　実習日誌・レポート20%

　　レポート課題等は次回以降の授業または授業最終回でﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを

　　行う。詳細は初回授業時に指示する。

【参考書】

　　詳細は初回授業時に指示する。

【注意事項】

　　実習は原則として対人支援の現場で行うものであるため、事前指導

　　の授業内容を習得していることが必須となる。詳細は授業内で説明

　　するのできちんと把握すること。

　　

　
生活心理研究計画法

　　

長崎　勤

４年　通年　2単位　　

◎：行動力　○：美の探究、研鑽力

【授業のテーマ】

　　卒業後の進路として、進学を希望する学生を対象とした授業であ

　　る。

　　授業を通して、進学に必要な準備を行っていく。

【授業における到達目標】

　　進学後に必要となる力として、特に、「研鑽力」・「行動力」・「

　　協働力」を身につける。

【授業の内容】

　　１.全体のオリエンテーション

　　２.進路研究：ガイダンス

　　３.進路研究：適性を考える

　　４.進路研究：具体的な進路の決め方

　　５.進路研究：スケジュールの立て方

　　６.進路研究：進学後のスケジュール

　　７.進路研究：進学先卒業後の進路

　　８.進路研究：進学先卒業後の具体的な進路

　　９.進路研究：進学後の研究予定

　　10.進路研究：卒業論文との関連

　　11.進路研究：まとめ

　　12.進学に必要な知識：ガイダンス

　　13.進学に必要な知識：スケジュールの立て方

　　14.進学に必要な知識：具体的な概要

　　15.進学に必要な知識：心理学のテキスト

　　16.進学に必要な知識：心理学のテキストを読む

　　17.進学に必要な知識：心理学のテキストを理解する

　　18.進学に必要な知識：英語のテキストを読む

　　19.進学に必要な知識：英語のテキストを理解する

　　20.進学に必要な知識：まとめ

　　21.研究計画書：ガイダンス

　　22.研究計画書：スケジュールの立て方

　　23.研究計画書：進学先をふまえた検討

　　24.研究計画書：執筆：前半

　　25.研究計画書：執筆：後半

　　26.研究計画書：調整：前半

　　27.研究計画書：調整：後半

　　28.研究計画書：修正

　　29.研究計画書：まとめ

　　30.全体のまとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：授業準備（学修時間　週２時間）

　　事後学修：授業をふまえて課題内容を修正する（学修時間　週２時

　　間）

【テキスト・教材】

　　必修心理学用語編集グループ （編）　（1993）「必修1000 心理学

　　基本用語集」　啓明出版　540円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（取り組み、事前事後の学修など）100%

　　取り組めている点やつまずきがちな点についてフィードバックを行

　　う。

【参考書】

　　授業内で指示する。

【注意事項】

　　自分で勉強したり、準備したりする機会が多くなりますが、がんば

　　りましょう。

　　卒業論文については、所属研究室の先生のご指導に従ってくださ

　　い。
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消費者安全論演習

　　

高橋　桂子

４年　前期　1単位　　

○：国際的視野、研鑽力

【授業のテーマ】

　　「くらしの豆知識」（国民生活センター）を用いて、昨今の消費者

　　問題について報告を行う。報告は各自（もしくはグループで）４

　　回、行う。

【授業における到達目標】

　　学生が修得すべき「研鑽力」のうち、現状を正しく把握し、課題を

　　解決できる力を修得する。

　　具体的には以下のようである。

　　消費者トラブル、消費者行政など昨今の消費者関連テーマについ

　　て、最新統計を用いた要点を得た報告ができるようになる。

【授業の内容】

　　第１回 ガイダンス、テーマの割振り

　　第２回 ネット社会の落とし穴：テーマに関する深掘り

　　第３回 ネット社会の落とし穴：ＰＰＴ作成

　　第４回 ネット社会の落とし穴：プレゼン

　　第５回 くらしを守る制度いろいろ：テーマに関する深掘り

　　第６回 くらしを守る制度いろいろ：ＰＰＴ作成

　　第７回 くらしを守る制度いろいろ：プレゼン

　　第８回 ＤＶＤ視聴

　　第９回 やさしく解説～マネー情報：テーマに関する深掘り

　　第１０回 やさしく解説～マネー情報：ＰＰＴ作成

　　第１１回 やさしく解説～マネー情報：プレゼン

　　第１２回 長寿時代のリスク管理：テーマに関する深掘り

　　第１３回 長寿時代のリスク管理：ＰＰＴ作成

　　第１４回 長寿時代のリスク管理：プレゼン

　　第１５回 まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回講義テーマに関して、複数箇所からの情報をもと

　　に自習学修を行うこと（学修時間　週２時間）。

　　【事後学修】学んだことを図書やネット検索を通して復習する（学

　　修時間　週２時間）。

【テキスト・教材】

　　「くらしの豆知識」（国民生活センター） ２０１８年版（A５判）

　　２０１７年９月発売、定価５１４円（本体４７６円＋税８％）

　　資料等を必要に応じて配布する。事前に配布された資料は、目を通

　　した上で講義に臨むこと。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　プレゼン・レポート（７０％）、平常点（授業への積極参加、グル

　　ープワークなど３０％）から判断する。

　　なお、レポートはmanabaで提出し、コメントをつけて返却する。

【参考書】

　　適宜、指示します

【注意事項】

　　「出席３分の１ルール」は厳格に適用します。

　
家族と生涯発達各論ｃ（高齢期）

　　

細江　容子

４年　前期　2単位　　

○：国際的視野、研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　今日の少子高齢社会において、高齢者を取り巻く家族、社会は急

　　激に変化している。本講では、高齢者を取り巻く社会、家族の変化

　　を理解すると同時に、人間の加齢に伴う身体的・心理的機能の変化

　　とその維持、さらに、人生の終末期に向けの心身の変化がどの様に

　　進むのかを理解し考察する。また、様々な事例検討などによるグル

　　ープディスカッションや、加齢と関わる映像鑑賞により、老化のプ

　　ロセスにおける心身の変化や高齢者と家族・社会の関わりしついて

　　理解する。さらに、人間の誕生から死にいたる発達と変化、その特

　　性について社会老年学的視点から理解すると同時に高齢者と関わる

　　ための知識や技術を学ぶ。また、本講では、専門的テーマで研究を

　　重ねている外部講師を招くなどして社会老年学的視点での考察を深

　　める。

【授業における到達目標】

　　・人間の老いという現象を理解するため個人・家族・社会レベルな

　　　どいくつかのレベルを想定しつつ、社会老年学的アプローチと理

　　　論により考察できる。

　　・現実の制度・政策的課題について理論的に理解し思考することが

　　　できるようにする。

　　・人間の生涯発達を総合的にとらえ、その生活課題について理解・

　　　考察し、人々と協働して生活の向上を図る能力の養成する。

【授業の内容】

　　　第１週　ガイダンス

　　　第２週　老化、加齢とは何か

　　　第３週　人口の高齢化と家族・社会

　　　第４週　老化と心身の機能的変化

　　　第５週　老化と健康

　　　第６週　老化と心理

　　　第７週　生涯発達理論と老年的超越

　　　第８週　老年社会学の老化に関する理論

　　　第９週　社会の変化と高齢者像の変化（外部講師の講義等）

　　　第10週　高齢者の社会関係と社会参加

　　　第11週　高齢者を取り巻く社会的環境の時代的変遷

　　　第12週　高齢社会の課題と政策的対応（外部講師の講義等）

　　　第13週　格差社会と高齢者

　　　第14週　高齢者介護と、終末期

　　　第15週　まとめ

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】配布資料等を基にレポート・発表等の課題に取り組む

　　　　　　　　こと。（学修時間 週２時間）　

　　【事後学修】講義や課題発表等の復習をすること。（学修時間　週

　　　　　　　　２時間）

【テキスト・教材】

　　資料等を講義ごとに提示する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　講義でのレポート、テーマに関する討議等での意見の発表・プレ

　　ゼンテーション等（50％）と期末試験（50％）の総合的判断によ

　　る。レポート、テーマに関する討議等での意見の発表・プレゼンテ

　　ーション等（50％）に関してはそのつど全体における講評を行うな

　　どし、期末試験（50％）に関しては、個々への対応を行うなどして

　　いる。

【参考書】

　　その都度、紹介する。

【注意事項】

　　外部講師による講義は日程を変更することがある。
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家族心理学特論

　周産期の心理臨床

稲森　絵美子

４年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　この授業においては、妊娠、出産、子育て、夫婦のコミュニケーシ

　　ョン、家族・地域のサポートなど、周産期の心理学の様々な課題に

　　ついて学びを深めていきます。

　　講師は、周産期領域を専門とする臨床心理士です。実際の病院臨床

　　での素材を基に学びを進めていきますが、学生のみなさんには自分

　　自身に係わるトピックとして思索を深めてもらいたいと思っていま

　　す。

　　女性としてのこれからの人生をより豊かなものとしていくために

　　も、共に学んでいきましょう。

【授業における到達目標】

　　学生が修得すべき【研鑽力】として、周産期の心理臨床の概要につ

　　いて広い視野を身につけ、本質を見抜く力の修得を目指す。

　　また、クラス内でのプレゼンテーション、ディスカッションを通し

　　て、互いを尊重し、機に応じてリーダーシップを発揮する【恊働力

　　】を身につける。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　周産期の心理学

　　第３週　周産期・新生児医療と心理学

　　第４週　周産期・新生児医療におけるこころのケア

　　第５週　周産期心理士事始め

　　第６週　医療技術の進歩の陰で

　　第７週　NICUでのこころのケア

　　第８週　心理社会的な困難を抱える家族

　　第９週　障がいとの出会い

　　第10週　出生前診断をめぐって

　　第11週　亡くなっていく赤ちゃんと家族

　　第12週　伝えることと支えること

　　第13週　心理士の役割とチームアプローチ

　　第14週　周産期におけるニーズの把握及び支援計画

　　第15週　まとめ

　　

　　　

【事前・事後学修】

　　事前学修：課題図書を事前に読むこと。また、自分の発表担当週に

　　は、内容の要点をレジュメにまとめ、クラス内でディスカッション

　　したいポイントをまとめること。（学修時間　週２時間）

　　事後学修：クラス内でのディスカッションを振り返り、次週の授業

　　までに自分の考えをノートにまとめること。（学修時間　週２時間

　　）

【テキスト・教材】

　　橋本洋子著『NICUとこころのケア』（メディカ出版　2011年）2,

　　000円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業内発表30％、リアクションペーパー20％、レポート50％。リア

　　クションペーパーは次回授業、レポートについては最終回でフィー

　　ドバックを行う。

　
家族心理学演習

　カウンセリング入門

稲森　絵美子

４年　前期　1単位　　

○：研鑽力、行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　カウンセリングとは、「聴く」ことを基本とした対人援助の方法で

　　す。

　　悩み苦しんでいる人を援助するだけでなく、その人の自己理解と成

　　長を促し、その人らしい生き方を模索することをカウンセリングで

　　は目指します。

　　本授業では、カウンセリングの基本的スキルを、実技（ロールプレ

　　イ）を通して習得していきます。また、家庭や社会の様々な場面を

　　想定しながら、そのスキルを応用していきます。

　　心理カウンセラーを目指す人だけでなく、日常生活における様々な

　　場面での対人関係をよくしていきたい人にも、役に立つ内容です。

　　積極的な授業参加を期待します。

【授業における到達目標】

　　自己や他者の役割を理解し互いに物事を勧める力、状況に応じたリ

　　ーダーシップを発揮する力【恊働力】を、カウンセリングの実技（

　　ロールプレイ）を通して修得する。

　　授業を通して自己・他者理解を深める中で、優しさと強さを兼ね備

　　え、倫理観を以て人格を陶治しようとする態度【美の探求】を目指

　　す。

【授業の内容】

　　第１週　カウンセリングとはー「聴く」ことー　

　　第２週　技法１（受容、繰り返し、明確化）

　　第３週　技法２（伝え返し、質問）

　　第４週　技法３（ミラーリング、I message、リフレーミング）

　　第５週　ロールプレイ

　　第６週　描画を使ったカウンセリング

　　第７週　コラージュを使ったカウンセリング

　　第８週　ニーズの把握及び支援計画

　　第９週　地域支援１（学校現場でのカウンセリング）

　　第10週　地域支援２（職場でのカウンセリング）

　　第11週　地域支援３（結婚に関するカウンセリング）

　　第12週　地域支援４（子育て支援）

　　第13週　地域支援５（家族カウンセリング）

　　第14週　カウンセリングにおけるチームアプローチ

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】事前にテキストを読みポイントをまとめた上で、実技

　　（ロールプレイ）に備えること。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】ロールプレイを通して気づいたこと、改善できること

　　をノートにまとめ、次週に備えること。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　河合隼雄著「カウンセリング入門」（創元社　1998年）1,620円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　平常点（授業への積極的参加）30％、実技（ロールプレイ）スキル

　　評価30％、レポート40％。実技スキル評価は各回の授業で、レポー

　　トは授業最終回でフィードバックを行う。

【注意事項】

　　本授業では、実技（ロールプレイ）に積極的に取り組む意志がある

　　ことが、履修条件となります。
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健康科学論ｃ（現代医療の課題）

　精神医療の抱える課題、非行・犯罪・社会精神医学

塩川　宏郷

４年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究

【授業のテーマ】

　　現代の医学・医療の発展する速度はめまぐるしく、またインターネ

　　ットやマスコミを中心にさまざまな情報があふれている。その中に

　　おいて情報の質を見極め生活の中にどのようにとりいれていくかを

　　習得することは重要である。本科目においては、現代医療、特に精

　　神医学を中心とした学際的な領域についてその課題や問題について

　　トピックスごとに講述し討論する。

【授業における到達目標】

　　医学・医療に関するさまざまなテーマについて、特に司法精神医学

　　や犯罪心理学に関する最新の情報を入手し情報の質につて正確な知

　　識をもとに科学的・理論的に検討することができる。資料を読み解

　　き批判的に吟味する姿勢を身につける。

　　学生の習得すべき行動として、常に理論的・科学的姿勢を保つ研鑽

　　力、自ら積極的に情報を収集しそれに基づいて議論する行動力、さ

　　らにこれらの課題に対し自らの役割分担を認識し協働して問題解決

　　にあたる能力を身につける。

【授業の内容】

　　第1週　イントロダクション、批判的視点を持つこと

　　第2週　不登校

　　第3週　大規模災害とトラウマティックストレス

　　第4週　摂食障害

　　第5週　発達障害の治療

　　第6週　発達障害の薬物療法

　　第7週　子ども虐待

　　第8週　事件・事故と司法精神医学

　　第9週　犯罪白書を読む

　　第10週　少年非行

　　第11週　発達障害と少年の非行

　　第12週　精神疾患と犯罪

　　第13週　矯正医療

　　第14週　サイコパス

　　第15週　総合討論

【事前・事後学修】

　　事前学修

　　　トピックスについての情報収集（学修時間2時間）

　　事後学修

　　　授業内容の振り返り、レポート等（学修時間2時間）

【テキスト・教材】

　　特に定めない。必要に応じ資料を配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　試験50％。授業中の討論参加・課題等50％

　　討論・レポートのまとめは最終回に行う。

　　試験のフィードバックはmanabaを通じて行う。

【参考書】

　　厚生労働統計協会「国民衛生の動向」

　　法務省法務総合研究所「犯罪白書」

　　日本発達障害福祉連盟「発達障害医学の進歩」

　　越智啓太ほか「テキスト司法・犯罪心理学」

【注意事項】

　　本科目では具体的な症例を提示してケースカンファレンス形式で討

　　論する。個人情報の保護に留意し守秘義務を遵守すること。

　
卒業論文

　　

担当教員全員

４年　集通　6単位　　

◎：研鑽力　○：美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　　各担当教員の研究室において、専攻領域の学問についてより深く

　　学び、各専門領域の特性と研究手法について学修する。そして、卒

　　業研究の計画・実施に取り組み、卒業論文の作成と発表を達成目標

　　とする。なお、具体的な内容は各担当教員による。

【授業における到達目標】

　　卒業論文の作成を通して、物事の真理や美を探究し、新たな知を創

　　造する態度を養うことができたか。

　　卒業論文の作成にあたり、目標を設定して適切な計画を立案し調査

　　を行うなど、行動力を養うことができたか。

　　指導教員の指導のもと、研究倫理に則り自分の考えを論文にまとめ

　　ることができたか。

　　卒論中間報告会、卒論発表会において、自らの研究課題を適切に発

　　表することができたか。また、質疑には的確に答え、自らの研究の

　　プロセスや成果を評価し、問題解決につなげられたか。

【授業の内容】

　　（前期）

　　第１回　ガイダンス

　　第２回　卒業研究の実施①　文献の収集

　　第３回　卒業研究の実施②　文献の選定

　　第４回　卒業研究の実施③　目的の設定

　　第５回　卒業研究の実施④　方法の設定

　　第６回　卒業研究の実施⑤　構成の確認

　　第７回　中間報告①　プレゼンテーションの方法

　　第８回　中間報告②　プレゼンテーションの準備

　　第９回　中間報告③　プレゼンテーションの実際

　　第10回　卒業研究の実施と再考①　実施の準備

　　第11回　卒業研究の実施と再考②　実施の確認

　　第12回　卒業研究の実施と再考③　倫理的配慮

　　第13回　卒業研究の実施と再考④　要旨の準備

　　第14回　卒業研究の実施と再考⑤　研究計画の調整

　　第15回　まとめ

　　

　　（後期）

　　第１回　ガイダンス

　　第２回　論文の作成①　序論の論述

　　第３回　論文の作成②　目的の論述

　　第４回　論文の作成③　各章の論述

　　第５回　論文の作成④　各節の論述　

　　第６回　論文の作成⑤　脚注の記述

　　第７回　中間発表①　プレゼンテーションの準備

　　第８回　中間発表②　プレゼンテーションの実際

　　第９回　要旨の作成①　研究の背景と目的

　　第10回　要旨の作成②　要旨の推敲

　　第11回　卒業研究の提出に向けて

　　第12回　卒業論文発表会①　Aグループ

　　第13回　卒業論文発表会②　Bグループ

　　第14回　卒業論文発表会③　Cグループ

　　第15回　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　　卒業研究の実施を行うこと。（学修時間：週２時間）

　　【事後学修】

　　　卒業論文の作成を行うこと。（学修時間：週２時間）

　　

【テキスト・教材】

　　　各担当教員の指示に従うこと。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　

生
活
文
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　 　　　平常点50％（研究テーマ・課題への取り組み、授業内の発表、質

　　疑への参加など）、卒業論文50％

　　　卒業論文を提出する他、中間発表会および卒業論文発表会におい

　　て発表を行うことが条件となる。

【参考書】

　　　各担当教員の指示に従うこと。

　
衣料学

　合理的な衣生活を営むために

中村　立子

２年　後期　2単位　　

○：美の探究、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　現代社会における衣生活の現状を把握した上で、社会生活におけ

　　る適切な着装行動を行うことができる力を培う。また被服材料の性

　　質をよく理解した上で、衣料品の購入や洗濯などの日常的な被服の

　　ケア・管理を適切に行うための基本を学習する。併せて、地域や地

　　球環境に配慮した消費行動を考える。

　　　教員免許取得をめざす学生に資するレベルで授業を行う。

【授業における到達目標】

　　　自分の衣生活を自信を持って合理的に行うことが出来るようにな

　　ること、特に科学的知識に基づいた実践力を高めていける力の獲得

　　をめざします。また、グローバル化が進んでいる分野である衣料品

　　を通し、日本の現状を踏まえつつ、多様な文化の相互理解にも考慮

　　出来るようにします。

　　　そのためには基礎となる知識の習得はもちろん、知識を組み合わ

　　せた実践的な応用力を持つことが大事になります。社会生活上の衣

　　服の役割を把握した上での美的センスの向上もめざします。

【授業の内容】

　　　第１週　オリエンテーション・衣生活の概観

　　　第２週　被服の機能

　　　第３週　被服を快適に着る、安全に着るための基本知識と考え

　　　　　　　方―主として被服内気候の観点から考える

　　　第４週　被服素材の消費性能

　　　第５週　繊維の分類と特性比較概論、

　　　　　　　繊維各論Ⅰ．天然繊維ー植物繊維（綿・麻）

　　　第６週　繊維各論Ⅰ．天然繊維ー動物繊維　

　　　第７週　繊維各論Ⅱ．化学繊維ー再生繊維・半合成繊維

　　　第８週　繊維各論Ⅱ．化学繊維ー合成繊維

　　　第９週　糸・布の種類と構造および各々の特徴

　　　第10週　新しい機能を持つ素材と繊維の加工

　　　第11週　染色の方法と染色物の堅牢性

　　　第12週　衣服の汚れとその除去ー洗濯の基礎知識

　　　第13週　洗剤の種類と洗濯の条件：合理的な洗濯を考える

　　　第14週　漂白・しみ抜きと衣類の保管・衣料品の３Ｒ

　　　第15週　全体のまとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】指示したテキストや教材の必要部分について予習して

　　くること。特に逆転授業を指示した時には十分な準備をしてくるこ

　　と（週２時間）。また日常使用していたり、被服を購入する時に必

　　ず表示を見て取り扱ったり、購買行動を行い授業に備えること。

　　【事後学修】学修した内容をノートにまとめることを通して知識の

　　定着を図ること（週2時間）

【テキスト・教材】

　　　山口庸子、生野晴美編著『衣生活論ー持続可能な消費に向けてー

　　』（㈱アイ・ケイコーポレーション）2014年再版発行，2200円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　レポート３０％／定期試験７０％

　　レポートは添削後返却。その際、全体的な講評をします。

【参考書】

　　　吉田敬一他共著『身近な環境　衣生活の科学』（㈱アイ・ケイコ

　　ーポレーション）

【注意事項】

　　アクティブラーニングを取り入れますので、授業に積極的に参加す

　　る姿勢で臨んでください。
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衣料学演習

　　

中村　立子

２年　後期　2単位　２時限連続

○：行動力

【授業のテーマ】

　　　衣料学で学習する基本的な内容のうち、テキスタイル素材の諸性

　　質や機能、染色や洗濯などの重要なテーマについて実験や実習を通

　　して理解を深め、教育実習や教職現場での実践力の獲得を目標とし

　　ている。

【授業における到達目標】

　　　実験や実習により衣料素材の持つ性能・機能を深く理解し、具体

　　的な衣生活の在り方を理解する。科学的なものの見方や日常の中で

　　意識して課題を見つけ解決していくことが出来る力を獲得する。

　　　また、これらの実験により得られた知識や応用力により教育現場

　　などで簡単な実験を企画・展開出来るような力を獲得する。

【授業の内容】

　　　第１週　オリエンテーション　　　　　　　

　　　第２週　繊維の鑑別実験①　色素法（繊維の化学特性）

　　　第３週　繊維の鑑別実験②　顕微鏡法（繊維の形態的特徴）

　　　第４週　衣服の着心地に関わる性能（４～６週）

　　　　　　　Ⅰ、布の水に関する性能　①吸水性実験、はっ水加工

　　　第５週　Ⅰ、同上　②はっ水性の評価、吸湿性実験

　　　第６週　Ⅱ、動作適応性、審美性、着心地、取り扱い易さ

　　　　　　　　　剛軟性、防しわ性、ドレープ性

　　　第７週　糸の構造、織物・編み物の構造

　　　第８週　合理的な着想を考える―被服内気候の観点から

　　　　　　　　　複合性能としての保温性　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　第９週　被服の管理（ケア）の理解を深める（９～１１週）

　　　　　　　Ⅰ、洗剤の働き―界面活性剤水溶液の特性

　　　　　　　　　表面張力の測定、浸透力の測定

　　　第10週　Ⅱ、合理的な洗濯の条件を考える

　　　　　　　　　湿式人工汚染布を用いた洗浄力試験

　　　第11週　Ⅲ、漂白、増白、しみ抜き

　　　　　　　　　市販品を事例に漂白剤の使用について学ぶ　　　　

　　　第12週　染色物につて理解を深める（１２～１５週）

　　　　　　　Ⅰ、染色実験－直接染料及び反応染料による染色

　　　第13週　Ⅱ、染色物の堅牢性

　　　　　　　　　染色堅牢度試験（洗濯堅牢度、摩擦堅牢度）

　　　第14週　Ⅲ、染色堅牢度の評価

　　　第15週　工芸染色―絞り染めの技法による作品の制作

【事前・事後学修】

　　【事前学修】実験テキストをよく読み、行う実験の手順を理解して

　　おくこと。また、実験項目の内容についてテキストの関連部分に目

　　を通し、実験の目的をしっかり把握しておくこと（2時間）

　　【事後学修】実験レポートを作成し提出する（3時間）

【テキスト・教材】

　　　テキスト：山口庸子、生野晴美編著『新版　衣生活論ー持続可能

　　な消費に向けてー』（㈱アイ・ケイコーポレーション）2014年再版

　　発行，2200円

　　　実験テキスト：配布する

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　授業態度（実験の実施状況、試問）50％、実験レポート50％

　　実験はグループで行うため仲間との協働の状況をを適宜適切に指導

　　をしていきます。レポートは添削指導をして返却します。

【参考書】

　　　吉田敬一他共著『身近な環境　衣生活の科学』（㈱アイ・ケイコ

　　ーポレーション）

【注意事項】

　　　科目の性質上、原則として毎回出席すること。実験には白衣着

　　用。運動靴などの動きやすく、滑りにくい安全な靴を履くこと。

　
栄養学

　　

於保　祐子

２年　後期　2単位　　

○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　栄養の摂取はヒトの生存と生活活動に欠かせない。更に、健康を維

　　持・増進し疾患を防ぐには、適切な栄養の摂取が必要である。そこ

　　で授業では、各栄養素の生体における意義、それらがいかに消化・

　　吸収・代謝されて生命活動に結びつくかを学び、疾患の予防につい

　　て考える。

【授業における到達目標】

　　到達目標：

　　・栄養の概念、栄養素について理解し、説明できる

　　・栄養と健康、疾患の関連について理解し、説明できる。

　　ディプロマ・ポリシーとの関連：

　　学生が修得すべき「研磨力」のうち、「学修成果を実感して、自信

　　を創出することができる」と「広い視野と深い洞察力を身につけ、

　　本質を見抜くことができる」を修得する。

【授業の内容】

　　　第　１週　栄養と栄養素

　　　第　２週　各栄養素の生体における意義

　　　第　３週　栄養素の摂取、消化、吸収

　　　第　４週　消化器の仕組み

　　　第　５週　三大栄養素―糖質

　　　第　６週　三大栄養素―たんぱく質

　　　第　７週　三大栄養素―脂質

　　　第　８週　やせと肥満、摂食障害

　　　第　９週　ビタミンの働きと欠乏症 －水溶性ビタミン－

　　　第１０週　ビタミンの働きと欠乏症 －脂溶性ビタミン－

　　　第１１週　多量ミネラルの働きと欠乏症

　　　第１２週　微量ミネラルの働きと欠乏症

　　　第１３週　病気と栄養 －食物アレルギー－

　　　第１４週　病気と栄養 －生活習慣病－

　　　第１５週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】授業内容について配布するプリントや参考書で予習

　　            を行う。（学修時間 週2時間）

　　【事後学修】毎回の授業内容を復習して、各自のテーマについて

　　            レポートとしてまとめる。（学修時間 週2時間）

【テキスト・教材】

　　プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　定期試験　70％、平常点（レポート提出、授業態度）　30％

　　レポートへのフィードバックを授業毎に行う。

【参考書】

　　脊山洋右ほか著「コンパクト栄養学」（南江堂）2,000円（本体）

【注意事項】

　　レポートのテーマ設定については、第１週の授業で説明する。
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家庭工学

　　

加藤木　秀章

２年　前期・後期　2単位　　

○：国際的視野、研鑽力

【授業のテーマ】

　　家庭で使用される機械器具・電気製品に関する基礎的知識・動作原

　　理等を理解することは、合理的で安全な機器の使用、省エネルギー

　　などを実践する上で極めて重要である。また一般に機器を使用する

　　際、保守作業は必須であることを理解してほしい。

【授業における到達目標】

　　学修を通して、私たちを取り巻く生活家電製品に目を向けること

　　で、その製品の中から知的好奇心を刺激するような興味を探す【美

　　の探究】とともに、さらに授業内で修得した知識や技術を表現およ

　　び発揮できる【研鑽力】ことを目標とする。

　　

【授業の内容】

　　第1週　導入（家庭工学を勉学する意義、家庭生活と機器の歴史な

　　ど）

　　第2週　家庭機械の基礎 1　機械とは、機械材料について

　　第3週　家庭機械の基礎 2　機素、機構、動力の伝達方法について

　　第4週　ねじ、ばね等の部品の知識、ＪＩＳ規格、国際規格

　　第5週　縫製機器（ミシン）の歴史や機構、縫製原理について

　　第6週　縫製機器（ミシン）の機構と法制原理について

　　第7週　電気の基礎 1 発電原理と電気の種類（直流、交流・周波

　　　　　　数）電力、交流の実効値、力率

　　第8週　電気の基礎 2 発電方式と電源構成、家庭までの送電経路

　　第9週　電力量計から家庭内配線、契約電流と電流制限器、

　　　　　　漏電遮断器、安全ブレーカ

　　第10週 電気の熱、光、動力への変換の概要、電動機の動作原理

　　第11週 電熱機器の発熱の原理、電磁調理器（ＩＨ調理器、

　　　　　　電子レンジ）

　　第12週 照明機器（白熱電球、蛍光灯、ＬＥＤ照明）

　　第13週 冷蔵庫、エアコンなどの原理と廉売のはたらき、環境問題

　　第14週 コンピュータとソフトウエア、通信機器の変遷と社会

　　第15週 これからの社会と省エネルギー

　　

　　なお授業においては、随時小テストを実施します。

【事前・事後学修】

　　事前・事後学修は、講義における理解を確実なものにするために必

　　要なものである。以下のように取り組むこと。

　　【事前学修】シラバスを参考に、次回講義予定の学修項目を予め調

　　べておくこと。（学修時間　2時間）

　　【事後学修】受講した講義内容の復習と理解度のチェックをする。

　　理解ができていない部分がある場合には、小テストの際に質問とし

　　て提出すること。（学修時間　2時間）

【テキスト・教材】

　　市販テキストは、特に使用しません。

　　必要に応じてプリントを配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　期末試験　70％

　　授業において実施する小テスト　15％

　　平常点（授業への取り組み姿勢、質問など）　15％

　　授業内で実施する小テストについての解答解説をおこなう。

【参考書】

　　池本洋一・吉田章『家庭機械・電気・電子』（理工学社）

　　岡部巍編著『新家庭機械・電気』（医歯薬出版）

　　中島利誠編著『生活と技術』（コロナ社）

【注意事項】

　　遅刻、欠席がないようにしてください。

　
衣服製作実習ｂ

　　

吉村　眞由美

３年　前期　1単位　２時限連続

○：国際的視野、美の探究、行動力

【授業のテーマ】

　　日本の民族衣装である「きもの」は､日本特有の気候や生活文化に

　　適応した素晴らしい伝統衣服です。本授業では、「大裁ち女物ひと

　　え長着（女物浴衣）」の実物製作を通して、平面の布を立体である

　　人体に合わせる構成理論と実際のものづくりを学びます。具体的に

　　は、一反（布幅約36ｃｍ・布長さ約11ｍ50ｃｍ）の反物から一着の

　　浴衣を完成させるまでの過程、すなわち、①材料や用具の選択、②

　　長着の構成、③反物の裁断法、④しるしの付け方、⑤各部位を美し

　　く丈夫に仕上げる手縫いの縫製技法などの学習を連続的に行うこと

　　で日本の伝統的で優れた和服文化を学習します。最後に、浴衣を美

　　しく着装する着付け実習と管理収納の方法を学び、和服の衣生活力

　　を養います。

【授業における到達目標】

　　①日本独自のきものの特徴を知ることで【国際的視野】を身につけ

　　ます。②１枚の布から浴衣を手縫いで仕上げることは、時間配分な

　　どの計画力・繰り返し作業を重ねるだけでなく段階的に上達してい

　　く工夫力・たゆまぬ努力をもって取り組む実行力を養うことにつな

　　がります。その過程を通して【行動力】【研鑽力】を高めます。③

　　きものを美しく着装する方法や、きもの特有の美しい所作を学ぶこ

　　とで【美の探求】の態度を養います。

【授業の内容】

　　１．和服概論（平面構成の特徴・長着の形状・名称・染めと織り

　　    の種類と伝統技法・和服地と帯地各種の模様と意匠）、運針

　　    練習、手縫い練習(きんちゃく製作)、身体計測と仕立て寸法

　　    割り出し

　　２．浴衣地の柄合わせ、折り積もり、裁断、袖作り（しるし付

　　    け・袖下縫い・たもとの丸み・袖口くけ）

　　３．身頃製作①（身頃しるし付け・背縫い・肩当て①）

　　４．身頃製作②（肩当て②・居敷き当て）

　　５．身頃製作③（衽付けと前身頃縫い代始末）

　　６．身頃製作④（脇縫い・脇縫い代始末・裾縫い代始末）

　　７．衿製作①（本衿しるし付け・本衿付け・三つ衿芯入れ・衿先

　　    の始末・衿本ぐけ）

　　８．衿製作②（掛け衿しるし付け・掛け衿付け）

　　９．袖付け・仕上げ、和服の歴史と文化（着物の収納・手入れ・

　　    管理）

　　10．着装実習（着物と帯の着付け方）、小テスト（理論と実技）

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】テキスト内の次回の作業内容を読み、手順の確認と手

　　法の予習をしてください。 (学修時間　週２時間)【事後学修】授

　　業内で終えられなかった製作作業を次回までに必ず完了させること

　　を守ってください。わからない部分は適当に進めるのではなく、見

　　本を見に来て、正しい技法を確認して進めましょう。工夫しながら

　　正確に進めることが進歩につながり、その学びを重視します。 (学

　　修時間　週６時間)

　　

【テキスト・教材】

　　熊田・森田・古松・秋山著『和服の基礎とゆかた製作』（創英社　

　　2003年）2,000円＋税

　　教材は自分で購入準備していただきます。①浴衣地（第１回の選び

　　方説明を聞き、第２回授業時に持参してください）、②浴衣地に合

　　った細口木綿糸(カード型)、③裁縫道具（説明に示された用具を準

　　備して、毎回持参してください）、④その他、適宜授業内で指示し

　　ます。

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　手縫い練習作品（10％）、女物浴衣作品（40％）、理論と実技の小
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　 　　テスト（10％）、課題の進捗状況および取り組み姿勢（40％）。こ

　　の割合を基準として総合的に評価します。それぞれへのフィードバ

　　ックは授業内で行います。

　
衣服製作実習ｃ

　　

藤村　明子

３年　後期　2単位　２時限連続

◎：研鑽力　○：美の探究

【授業のテーマ】

　　　被服の構成理論や基本技術の習得を目標とする。中学校・高等学

　　校家庭科の被服分野における教材研究を中心に学習する。被服の機

　　能や着装、構成理論や服装史について概説する。さらに人体計測の

　　基礎、パターンの作成と展開、素材の選択、縫製用具やミシンの使

　　い方、基本的な縫製技術等の習得を目的として、家庭科の授業展開

　　に応用できるように小物や休養着の製作を行なう。

【授業における到達目標】

　　　縫製技術や休養着の製作技術を習得することで、簡単な被服の製

　　作ができるようになる。

　　　毎時間ごとに目標を立てて実行していくことで、自ら主体的に製

　　作に取り組む行動力を習得し、作品を完成することで、作る喜びや

　　楽しさを知る。

【授業の内容】

　　　１．中・高家庭科被服分野の学習内容について知る

　　　　　被服の機能と着装について考える

　　　２.　被服の歴史と形、平面構成と立体構成の特徴について　

　　　３.　人体計測（実習）と衣服のサイズ

　　　４．用具の説明と材料の選択、布・糸・針の関係について

　　　５．手縫い

　　　６．刺繍、織物、編物

　　　７．ミシンの扱い方とミシン縫い

　　　８．休養着の製作①　パターンの作成

　　　９．休養着の製作②　裁断

　　　10．休養着の製作③　縫製　上衣（肩、袖）

　　　11．休養着の製作④　縫製　上衣（衿、脇）

　　　12．休養着の製作⑤　縫製　下衣

　　　13．休養着の製作⑥　仕上げ、ボタン　

　　　14．小物の製作

　　　15. 作品の発表

【事前・事後学修】

　　【事前学修】前回の実習内容を完了させ、プリントや指示に従っ

　　て、授業に必要な道具や材料を準備しておくこと。（学修時間　週

　　2時間）

　　【事後学修】実習内容を復習すること。次回の授業範囲を予習し、

　　実習手順について理解しておくこと。（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　　プリントを使用する。

　　　必用な道具や材料（用布、糸など）については授業中に指示する

　　が、中・高で使用した裁縫道具程度の準備はしておくこと。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　提出物50％、授業態度（実習への取り組み方）50％で評価する。

　　提出物の自己評価シートの記入によりフィードバッグを行う。

【注意事項】

　　　実習科目ですので、授業中に集中して製作に取り込むことが必須

　　ですが、授業中に終わらなかった場合は、時間外での作業が必要に

　　なります。
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食物学

　　

佐藤　幸子

３年　前期　2単位　　

○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　食生活を支える食品は、膨大な種類があります。本講座では、食生

　　活の基礎となる「栄養に関する基礎知識」、「食生活を営むための

　　基礎知識」、「日本の食生活の変遷」について、食品の栄養成分、

　　嗜好成分、食品の色素、呈味成分、食品の種類と加工食品等の基礎

　　知識を学び、消費者として実生活で食品を選択できる能力を養いま

　　す。なお、教職「家庭科」資格を目指す学生の必修科目です。

【授業における到達目標】

　　学生が学修すべき「研鑽力」「行動力」を育成し、専門的な知識お

　　よび伝統的な食文化として習得すべき「学術的な力」「豊かな教養

　　の力」を取得します。

【授業の内容】

　　第1週　食品：種類と分類

　　第2週　食品成分表：五訂増補　日本食品標準成分表

　　第3週　食物中の栄養成分（１）水分、タンパク質

　　第4週　食物中の栄養成分（２）炭水化物、脂質

　　第5週　食物中の栄養成分（３）ビタミン、無機質

　　第6週　食物中の栄養成分（４）嗜好成分、有害成分

　　第7週　食事摂取基準

　　第8週　献立の立て方、調理の基本

　　第9週　食品表示とその購入

　　第10週　日本型食生活

　　第11週　食生活の現状

　　第12週　食生活とライフステージ

　　第13週　食事と生活習慣

　　第14週　食品の機能性

　　第15週　食事カルテ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】manabaからワークシートを印刷して、授業に必要な食

　　　　　　　　に関する情報を予習する。（学修時間　週２時間）

　　【事後学修】授業における課題をまとめる。（授業後に提出）

　　　　　　　（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　『第２版　食生活　健康に暮らすために』（八千代出版,2015年）

　　2268円

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・確認試験60%：第15週授業時に理解科度を確認

　　　（第15週時に評価しﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸする）

　　・授業レポート30%授業内容をまとめてレポートを提出

　　　（次回授業時にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸする）　

　　・平常点評価10%真剣な授業態度（授業時にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸする）

【参考書】

　　『新ビジュアル食品成分表　新訂第二版』（㈱大修館出版2016年）

　　1000円（税別）

【注意事項】

　　携帯電話は電源をoffにしておく。授業は私語を慎み、集中して、

　　真摯な態度で受講する。

　
調理学及び実習

　　

佐藤　幸子

３年　前期　2単位　３時限連続

◎：行動力　○：協働力

【授業のテーマ】

　　　本講座では調理操作技術の向上や食生活に実践活用できる資質の

　　向上を目標とし、教職を目指す学生を中心とした授業です。日本・

　　中国・西洋料理の献立形式に沿って基礎技術を学び、食品の成分変

　　化を食農体験および調理学実験から理解し、家庭科の授業において

　　重要な教材研究を実践し、探究心を養成します。

【授業における到達目標】

　　学生が学修すべき「協働力」「行動力」を育成し、専門的な基礎技

　　術および伝統的な食文化として習得すべき「学術的な力」「豊かな

　　教養の力」を取得します。

【授業の内容】

　　第1回　ガイダンス（調理学の基本的な考え方、授業の進め方）

　　　　　　食事設計（献立論と供食論）食農体験１（畑の整備）

　　第2回　日本料理１（基本出汁①、炊飯）

　　　　　　白米、お吸い物

　　第3回　日本料理２（基本出汁②、魚のさばき方）

　　　　　　鯵の南蛮漬け

　　第4回　食農体験２（食材の調理性）開墾、植え付け

　　第5回　献立作成（パソコン演習）

　　　　　　食事設計、献立の分類、栄養価計算演習

　　第6回　中国料理１（基本出汁、食材の切り方）

　　　　　　清湯三絲など

　　第7回　中華料理２（小麦粉の調理性）餃子、焼売

　　第8回　調理学実験１（食材の調理性）基本味・卵の調理性

　　第9回　西洋料理１（基本出汁、基本ソース）

　　　　　　　Consomme、Pilaf de crevettesなど

　　第10回　西洋料理２（ゲル化食品素材の調理性）

　　　　　　　Escalope de porc cordon bleuなど

　　第11回　日本料理３（炊き込み飯、煮物）：茶碗蒸しなど

　　第12回　行事食

　　第13回　調理学実験２（食材の調理性）

　　　　　　　砂糖の調理性、野菜の色と調理、官能評価

　　第14回　食農体験３（食材の調理性）：作物の成り立ち、収穫

　　第15回　まとめ：野外料理

【事前・事後学修】

　　【事前学修】manabaから使用する資料および授業内容を印刷し、予

　　　　　　　　習しておくこと。（学修時間　週１時間）

　　【事後学修】授業内容について考察し、レポートをmanabaに提出す

　　　　　　　　ること。（学修時間　週１時間）

【テキスト・教材】

　　『新ビジュアル食品成分表 新訂第二版』（㈱大修館出版2016年）

　　1000円（税別）

　　　食材費は別途徴収します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・調理技術検定30%：胡瓜の薄切りについて検定（検定後に評価）

　　・復習レポート確認試験30%：授業復習・課題（manabaに提出）

　　　　　　　　　　　　　　　（次回授業時にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸします）

　　・授業レポート30%：自己評価（授業時に提出）

　　　　　　　　　　　　　　　（次回授業時にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸします）　

　　・平常点評価10%：真剣な授業態度（授業時にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸします）

【参考書】

　　『NEW 調理と理論』山崎清子等著(同文書院2015年)2600円(税別）

【注意事項】

　　　各自専用の白衣、指定作業帽子、上履きを使用する。衛生管理に

　　は十分に気をつけ、手指の清潔・身支度を整え、授業に必要ないも

　　のは持ち込みを禁止する。貴重品は自己管理とする。
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住居学

　住まいに関わる全般的な概要を学びます。

平井　充

３年　前期　2単位　　

○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　住居は人の生き方に直接かかわるものですが、あまりにも身近な

　　ため問題意識をもって見ることがありません。本講では生活者の視

　　点から、各問題を整理し、よりよい生活を目差してすぐれた知性を

　　養いたいと思います。歴史的視点から現代に至るまでの住まいに関

　　する概説により、時間軸のなかにおける住まいの変遷を学びます。

　　また、近年における高齢社会において、多世代居住など集まって住

　　むことの相互扶助の関係や、エネルギー問題における環境との調和

　　ついても学びます。

【授業における到達目標】

　　衣食住の住の部分であり、あらゆる分野との関係性のなかで語るこ

　　とができます。この授業では、生活者として住む場所に対する基本

　　的な知識を学び、同時に管理者の視点から住居に関するコンディシ

　　ョンの判断基準を身に着けます。また、社会人となった後にも、住

　　まいの場が生活そのものに及ぼす影響を考えるうえでも重要であ

　　り、広い視野と深い洞察力を身につけることを目標とします。

【授業の内容】

　　　第１週　オリエンテーション

　　　第２週　家族と住居

　　　　　　　　家族と住居と人間の発達、家族構成と住居内容。

　　　第３週　住居の歴史

　　　　　　　　歴史を概観し、今後の住居のあり方を考える。

　　　第４週　気候と住居

　　　　　　　　世界の気候と住居、日本の気候と住居、自然災害。

　　　第５週　住居と環境

　　　　　　　　自然の環境、社会的環境、環境問題。

　　　第６週　住居の管理

　　　　　　　　点検と修理、集合住宅の管理。

　　　第７週　高齢者と住居　バリアフリー、ノーマライゼーション

　　　　　　　　コレクティブハウジング、グループホーム。

　　　第８週　省エネルギー

　　　　　　　　自然エネルギーの利用、断熱、気密、防露、換気。

　　　第９週　欠陥住宅、住居の修理

　　　　　　　　欠陥住宅、修理と法規、見積と工事、耐震補強。

　　　第10週　集合住宅 住居の形態、管理組合、法的問題。

　　　第11週　住居の設計Ⅰ

　　　　　　　　設計とは、設計の流れ、、ゾーニングと動線。

　　　第12週　住居の設計Ⅱ

　　　　　　　　台所、食堂、居間、寝室等各部の設計。

　　　第13週　住居の設計Ⅲ　設計事例、製図。

　　　第14週　住居とまちづくり

　　　　　　　　少子化、高齢化社会、環境、住民参加のまちづくり。

　　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修は、参考書と新聞やニュースにおける住居に関する内容を

　　読む。（週2時間）

　　事後学修は、配布資料を再読し、講義内容の記録とともにテーマの

　　関係性を理解し、事前学修の参考書を再読する。（週2時間）

【テキスト・教材】

　　　講師配布の資料によります。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　定期試験40％、レポート30％、授業態度30％

　　定期試験は記述式にて理解の確認を行います。最終週に試験のフィ

　　ードバックを実施します。

【参考書】

　　　授業中に紹介します。

【注意事項】

　　シラバスの週数や内容の変更を行うことがあります。

　
保育学

　　

井口　眞美

３年　前期・後期　2単位　　

○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　日本は、子どもたちを大事に育ててきた民族的な文化を持つ国で

　　ある。子どもたちが健やかに育っていくように、保育者は日々努力

　　をしてきた。今日の日本社会の保育が抱える課題を知り、どんな時

　　代であろうと、子どもを保（まも）り育てる保育学が見失ってはい

　　けないことは何なのか、共に学び合う場としたい。

【授業における到達目標】

　　　学生が修得すべき「研鑽力」のうち、広い視野と深い洞察力を身

　　につける。また、ここでの学びを自らの生活に生かし、自己成長す

　　る力を修得する。

【授業の内容】

　　１　保育学ガイダンス

　　２　乳児保育（０歳児）

　　３　乳幼児保育機関・児童福祉施設・子育て支援機関

　　４　保育所の生活

　　５　幼稚園の生活

　　６　幼児保育の実際１（人間関係の視点から）

　　７　幼児保育の実際２（保育者の役割）

　　８　幼児保育の実際３（指導計画）

　　９　保育観察実習について

　　10　保育観察実習　＜日程は未定＞

　　11　保育観察実習のふり返り

　　12　保育所・幼稚園の新しい動き

　　13　保育の今日的課題１（子ども虐待・子どもの貧困）

　　14　保育の今日的課題２（インクルーシブ保育）

　　15　まとめ　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　次回テーマについて下調べをし、関心を深め、自分の考えを持って

　　授業に臨むこと（学修時間週2時間）

　　【事後学修】

　　レポート・小テストに向けて復習すること（学修時間週2時間）

【テキスト・教材】

　　・プリントを使用する。

　　　（配布プリントはファイリングし、よく読んでおくこと）

　　・実際の保育のイメージがもてるように、視聴覚教材を使用する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業への取り組み（リアクションペーパー等）　40％

　　保育観察実習レポート　30％

　　期末課題　30％

　　・レポートは返却する際に、評価のコメントを伝えたり、クラスで

　　　各自のレポート内容を発表し合ったりして学修成果が確認できる

　　　ようにする。

【参考書】

　　適宜紹介する。

【注意事項】

　　・保育観察実習に行き、レポートを作成する課題がある。

　　　（保育観察実習の詳細については、授業内で伝える）

　　・子どもに関する社会の動き、報道に敏感でいること。
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育児学

　　

於保　祐子

３年　前期　2単位　　

○：行動力

【授業のテーマ】

　　育児学は、子どもの健全な成長と発達を支え、次世代を担う社会人

　　を育成するための実践の学問である。子どもの身体と心の発達過程

　　を正しく理解し、経験と科学によって裏打ちされた育児知識・技術

　　を学び、自身の生活や仕事で活かせるようにする。更に、社会で注

　　目されている子どもの病気や問題の基本事項を理解する。

【授業における到達目標】

　　子どもの発育・発達、病気や養育の問題について理解し、これらに

　　ついて説明できる。

　　

【授業の内容】

　　　第　１週　女性の身体的特徴

　　　第　２週　妊娠のメカニズムと胎児の発育

　　　第　３週　子どもの発育と発達/ レポート作成の方法について

　　　第　４週　子どもの生活

　　　第　５週　乳汁栄養と離乳食

　　　第　６週　食物アレルギー

　　　第　７週　子どもの肥満

　　　第　８週　子どものやせと摂食障害

　　　第　９週　子どもの事故

　　　第１０週　感染症と予防注射

　　　第１１週　被虐待児

　　　第１２週　注意欠陥/多動性障害・学習障害

　　　第１３週　催奇形因子

　　　第１４週　遺伝と環境

　　　第１５週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】授業内容について、新聞やニュースなどに注目して自

　　ら興味・関心を深め、各自のテーマごとに紹介する参考書で予習を

　　行う。（学修時間 週2時間）

　　【事後学修】毎回の授業内容を復習して、各自のテーマについてレ

　　ポートとしてまとめる。（学修時間 週2時間）

【テキスト・教材】

　　プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　定期試験70％、平常点（レポート提出、授業態度）30％

　　レポートへのフィードバックを授業毎に行う。

【参考書】

　　レポートのテーマごとに相談して決める。

　　

【注意事項】

　　レポートついては、第１週の授業で概要を、第３週の授業で作成法

　　を説明する。

　
育児学

　　

草川　功

３年　後期　2単位　　

○：行動力

【授業のテーマ】

　　育児学は子どもの健全な成長と発達を支え、望ましい社会人に育

　　成するための実践の学問である。そのために必要な育児理念、保育

　　者のあるべき態度、保育知識、家庭生活のあり方、子どもの身体

　　的、心理的特性、社会で注目されている子どもの病気の基本事項を

　　理解する。

【授業における到達目標】

　　子どもの成長・発達、母子関係の特徴を理解し、現在大きな問題と

　　なっている児童虐待、子育て不安の現状とその背景を知り、現代の

　　育児を色々な局面で指導できる。

【授業の内容】

　　第1週　子育てとは

　　第2週　妊娠と出産

　　第3週　周産期の母子（関係性）

　　第4週　子どもの発育

　　第5週　子どもの発達

　　第6週　子どもの食と栄養（母乳と人工栄養）

　　第7週　子どもの食生活と生活習慣

　　第8週　子どもの病気ー感染症

　　第9週　子どもの病気ーアレルギー

　　第10週 発達障害（ADHD、自閉症スペクトラム、LD）

　　第11週 子ども虐待

　　第12週 子どもの事故とその防止、救急処置

　　第13週 小児保健

　　第14週 子どもを取り巻く育児環境（育児不安と子育て支援）

　　第15週 まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修

　　　前回の授業を復習し授業に臨むこと（学修時間　週2時間程度）

　　事後学修

　　　レポートなどの課題に取り組むこと（学修時間　週2時間程度）

【テキスト・教材】

　　レジメを配布

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　レポート（60%）、平常点（授業態度・出席状況・課題・ショート

　　レポート・小テスト（40%））

　　レポートは事前に挙げられた課題の中から選択して、時間内に書き

　　上げる。課題毎のポイントの記載状況などで採点する。

　　ショートレポートは感想・意見などの表出の場であり、小テスト

　　は、その場で解説をしてフィードバックを行う。

【参考書】

　　適宜紹介

【注意事項】

　　子どもの身体と心の発達過程を正しく理解し、経験と科学によっ

　　て裏打ちされた育児知識・技術を学び、それを自身の生活や仕事で

　　活かしてほしい。また、新聞やニュースなどに注目し、社会問題化

　　している子育ての現状を知り、自分なりの考えを持って欲しい。
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看護学

　　

小川　敬子

３年　後期　2単位　　

○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　【授業テーマ】

　　①いのちを守る　②女性の健康　③青年期を生きる　④ストレスと

　　メンタルヘルス　⑤生活習慣病とその予防　⑥症状の見方と看護、

　　救急法　⑦高齢者と介護の7項目を具体的テーマとする。

　　授業における到達目標(Diploma policy)

　　看護学講座では、上記4項目の達成目標に向け、授業を展開してい

　　く。

　　学生が修得すべき「美の探究」のうち、優しさと強さを兼ね備え、

　　倫理観を以って人格を陶冶しようとする態度を培う。また、「行動

　　力」として、問題解決につなげることができる力を養う。

【授業における到達目標】

　　【授業目標】

　　1. 自分自身及び家族の健康の保持・増進のための基礎知識を学

　　び、『健康』に関心をもつことができるようになる。

　　2. 救急法並びに介護に必要な知識と技術の基礎を理解する。

　　3. いのちの尊さについて考えを深め、エビデンスに基づいた積極

　　的行動の必要性が理解できる。

　　4. ヘルスプロモーション活動の一環として自分で新たな健康行動

　　が取れるようになる。

【授業の内容】

　　【授業の内容】

　　第１週オリエンテーション

　　～いのちを守る～　

　　『ヘルスプロモーションと看護』

　　第２週　女性と健康

　　・女性の身体

　　・女性特有の病気とその予防

　　・リプロダクティブヘルス／ライツとは

　　第３週　妊娠と出産、育児を楽しむ

　　・妊娠と出産はDVD鑑賞をとおして考える

　　・乳幼児の発育と発達・育児をサポートする仕組み

　　第４週　青年期前期と性・STI(性感染症)予防

　　・若者の性と避妊・感染症について・STIの予防

　　第５週　現代社会とアルコール・ドラッグ・依存症について

　　第６週　メンタルヘルス：ストレスと健康

　　第７週　メンタルヘルス：ストレスとリラクセーション

　　第8週　身体の観察方法:バイタルサインとは

　　・身体の仕組みと働き

　　・バイタルサイン:体温、呼吸、脈拍、血圧、意識レベルの見方

　　第 9週　身体の観察方法:血圧測定と血圧のメカニズム　

　　～オムロンヘルスケア株式会社　学術開発部担当者による講義と

　　　体験学習～

　　第10週　身近な症状、病気と対処法

　　第11週　緊急時の対応:応急処置／救急法

　　～日野消防署職員による救急蘇生法・AEDのデモンストレーション

　　と体験学習60分～

　　・DVD、資料による纏め30分

　　第12週　生活習慣病とその予防

　　第13週　高齢者と健康(第1回)

　　・高齢者保健の理念と保健福祉施策・認知症について

　　・高齢者におこりやすい症状や疾病

　　第14週　高齢者と健康(第2回)

　　・介護を支える知識と技術

　　第15週　まとめ　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　・健康に関する新聞記事を読むことを前半の自己準備学修とする。

　　　また、健康の記録(母子手帳、予防接種、健康診断等)を見て、自分

　　の健康状況を把握することを準備学修とする。

　　・次回の授業テーマを身近に感じられるように専門用語について調

　　べる。事前学修については、授業ごとに周知する（2時間／週）。

　　【事後学修】

　　・授業で学んだことを復習し課題に取り組むこと（2時間／週）。

【テキスト・教材】

　　教　　材:テキストは使用しない。 理解度を高めるため、適宜、資

　　料・リーフレットを配布する。血圧測定、救急蘇生法・AEDは体験

　　学習を行い、正しい知識と技術の習得の一助とする。また、アルコ

　　ールパッチテスト等も行う。ストレスチェックや音楽、呼吸法等リ

　　ラクセーション法の体験学習も実施する。

　　テーマにより、DVD鑑賞を行い具体的な状況把握や技術の習得に役

　　立てる。出産のDVDは、いのちの誕生の実際をとおして考えを深め

　　る。

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　授業への取り組み姿勢(演習の取り組み、リアクションペーパー

　　による学修状況等含む)30%、課題30％、試験40％　計100点満点

　　　リアクションペーパーにより授業の理解度を確認し、補足確認及

　　び質問は次週の授業でフィードバックする。試験については、

　　manaba上にてフィードバックする。

　　　

【注意事項】

　　・毎回授業テーマが異なるため、出来得る限り出席のこと。

　　・出欠確認は主にリアクションペーパーを用いて行う。原則として

　　リアクションペーパーの提出があっても内容記載が全く無い場合(

　　学籍番号と氏名のみの記載となっている場合)は欠席扱いとする。

　　・大切な健康を守るための看護知識や技術、病気の予防について教

　　養として学んでほしい。

　　・演習には積極的かつ真摯に臨み、学修した知識・技術・態度を社

　　会に還元できるように努力する。
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